
エネルギー

たんぱく質

02 たけのこ御飯 かまぼことほうれん草のすまし汁 596.8(530.5)

(

こいのぼりハンバーグ こどもの日ゼリー 20.8(17.3)

月 (付)ブロッコリー 16.8(14.4)

)

じゃが芋とツナの煮物 2.2(1.9)

06 わかめ御飯 514.2(478.9)

(

春巻 15.3(12.5)

金 ひじきの五目炒め煮 17.3(15.8)

)

小松菜と豆腐のみそ汁 2.0(1.8)

09 キャロットピラフ みかん缶 501.7(463.8)

(

煮魚(赤魚) 23.8(21.0)

月 春雨サラダ(中華風) 13.9(12.1)

)

鶏肉と春野菜のスープ 2.1(1.8)

10 御飯 454.7(409.6)

(

炒り鶏 19.2(17.6)

火 納豆和え（ほうれん草） 12.6(10.2)

)

たまねぎと小松菜のコンソメスープ 2.0(1.6)

11 チキンカレーライス 549.0(473.4)

(

ブロッコリーとチキンのごまマヨネーズ和え 18.4(14.3)

水 オレンジ（1/6） 16.0(12.7)

)

1.6(1.3)

12 御飯 553.1(466.7)

(

おから入り松風焼き 24.2(19.6)

木 キャベツとほうれん草の中華風磯和え 23.7(18.7)

)

大根のみそ汁 1.4(1.1)

13 御飯 487.5(416.8)

(

厚揚げのミートソース煮 18.6(14.8)

金 白滝ともやしの和え物 16.7(13.5)

)

ほうれん草と麩のすまし汁 1.7(1.4)

16 御飯 豆腐と卵のスープ 544.5(526.5)

(

かぼちゃコロッケ 15.6(13.3)

月 (付)キャベツ 21.0(18.3)

)

ほうれん草と白滝のごま和え 1.5(1.3)

17 ジャージャー麺 589.7(517.3)

(

厚焼き玉子 28.5(23.8)

火 ほうれん草のきのこ和え 21.2(17.5)

)

甘夏みかん缶 2.2(2.0)

18 御飯 418.3(404.9)

(

焼魚(鮭) 19.9(18.7)

水 マカロニサラダ 12.9(11.6)

)

けんちん汁 1.9(1.7)

19 御飯 たまねぎとじゃがいものみそ汁 531.2(471.8)

(

ポークシュウマイ パイン缶 17.9(14.6)

木 （付）サラダ菜 13.3(10.1)

)

切干し大根の煮物 2.0(1.7)

20 お弁当日 213.1(241.8)

(

8.4(7.5)

金 7.7(6.8)

)

0.4(0.4)

23 御飯 695.2(601.6)

(

チンジャオロース(たけのこ入り) 20.5(16.2)

月 ポテトサラダ 16.9(13.6)
)

豆腐と小松菜のスープ 1.6(1.3)

24 御飯 504.2(462.4)

(

鶏肉のすき焼き風煮 21.5(19.6)

火 ほうれん草の炒り卵和え 13.4(10.8)

)

大根と麩のみそ汁 2.0(1.8)

25 ロールパン 豆乳スープ 555.8(522.0)

(

オムレツ オレンジ（1/6） 20.4(17.7)

水 （付）サラダ菜 25.3(22.7)

)

パスタサラダ 2.1(1.7)

26 御飯 パイン缶 553.9(466.8)

(

かじきと新たまねぎの角煮 26.4(20.9)

木 もやしとひじきのナムル 16.8(13.2)

)

ブロッコリーのかきたまスープ 2.1(1.7)

27 御飯 558.5(487.8)

(

鶏肉とじゃがいものトマト煮 22.0(17.4)

金 ブロッコリーのごま酢あえ 13.4(10.9)

)

もやしときのこの中華スープ 1.8(1.6)

30 御飯 豆腐とえのきのすまし汁 572.0(542.6)

(

チキンカツ 20.2(17.7)

月 ビーフンソテー 19.0(16.1)

)

（付）サニーレタス 1.9(1.6)

31 ポークカレーライス 644.2(542.1)

(

春雨サラダ(マヨネーズ) 19.8(15.5)

火 バナナ 21.8(16.8)

)

2.0(1.7)

５　月　　献　立　表

じゃがいも、米、マヨネーズ（卵・
乳不使用）、砂糖、フレンチド
レッシング(卵)、片栗粉、ごま油
(ごま)

豚肉（肩ロース）こま、木綿豆腐 みかん缶、バナナ、たまねぎ、こ
まつな、ピーマン、にんじん、
きゅうり、たけのこ(ゆで・千切
り)、スイートコーン、にんにく、
しょうが

 パインジュース(パック)

フルーツゼリー

ホットケーキ粉(卵乳不使用)、
小麦粉

牛乳、ヨーグルト(無糖)、卵  りんごジュース

パン(卵・乳)

牛乳

米、じゃがいも、砂糖 牛乳、油揚げ、白みそ パイン缶、たまねぎ、切り干しだ
いこん、にんじん、しめじ、サラ
ダ菜、いんげん、カットわかめ

 オレンジジュース

せんべい(星たべよ)

牛乳

米、ツイストマカロニ、マヨネー
ズ（卵・乳不使用）

ヨーグルト、甘塩鮭（骨なし）、木
綿豆腐、ツナフレーク油漬

にんじん、だいこん、きゅうり、
ごぼう、スイートコーン、ねぎ

 グレープジュース

ヨーグルト(乳)

冷凍中華麺(卵・乳不使用)、米、
砂糖、もち麦、片栗粉、ごま油
(ごま)、油

牛乳、豚ひき肉、卵、大豆ミー
ト、サラダチーズ、かつお節

ほうれんそう、甘夏みかん缶、も
やし、ねぎ、にんじん、しめじ、な
めたけ、しょうが、にんにく

 野菜ジュース

おかかチーズおにぎり(乳)

牛乳

米、油、片栗粉、砂糖 牛乳、木綿豆腐、卵、ごま和えの
素(ごま・乳)

ほうれんそう、キャベツ、しらた
き、にんじん、カットわかめ

 パインジュース(パック)

焼きドーナツ(ほうれん草)

牛乳

米、砂糖、おつゆ麩、ごま油(ご
ま)、油

牛乳、生揚げ、豚ひき肉 もやし、たまねぎ、きゅうり、ほ
うれんそう、しらたき、にんじ
ん、スイートコーン、トマトピュー
レ、いんげん、すりごま、ひじき

 グレープジュース

野菜かりんとう(乳)

牛乳

米、砂糖、油、おつゆ麩、片栗
粉、ごま油(ごま)

牛乳、豚ひき肉、鶏ひき肉、卵、
白みそ、おから、きな粉、油揚げ

キャベツ、ほうれんそう、だいこ
ん、たまねぎ、にんじん、白炒り
ごま(ごま)、味付けのり、カット
わかめ

 オレンジジュース

お麩ラスク(きな粉）

牛乳

米、じゃがいも、マヨネーズ（卵・
乳不使用）、国産はるさめ、油

ヨーグルト(無糖)、鶏もも肉（こ
ま）、白みそ

たまねぎ、バナナ、オレンジ、み
かん缶、ブロッコリー、にんじ
ん、スイートコーン、オニオンソ
テー、すりごま

 りんごジュース

フルーツヨーグルト(乳)

米、さといも、砂糖、片栗粉、油 牛乳、鶏もも肉（こま）、挽きわり
納豆

ほうれんそう、だいこん、たまね
ぎ、こまつな、にんじん、いんげ
ん、えのきたけ、なめたけ

 のむヨーグルト

もち麦とごまのせんべい

牛乳

米、クロワッサン、砂糖、国産は
るさめ、片栗粉、ごま油(ごま)

牛乳、赤魚(骨なし)、鶏もも肉
（こま）

みかん缶、もやし、きゅうり、
キャベツ、たまねぎ、にんじん、
すりごま、しょうが

 パインジュース(パック)

クロワッサン(卵・乳)

牛乳

米、砂糖 牛乳、木綿豆腐、白みそ、ちくわ こまつな、しらたき、にんじん、
いんげん、ひじき

 りんごジュース

木の葉パン(卵)

牛乳

米、じゃがいも、砂糖 牛乳、ツナフレーク油漬、ちらし
蒲鉾（かぶと）、きざみ揚げ

ブロッコリー、たけのこ、ほうれ
んそう、にんじん、しらたき、い
んげん、ねぎ

 パインジュース(パック)

ビスケット(ビスコ)(乳)

牛乳

米、ツイストマカロニ、砂糖、お
つゆ麩、油

牛乳、木綿豆腐、鶏もも肉（こ
ま）、きな粉、白みそ、茨城県産
炒り卵

ほうれんそう、たまねぎ、だいこ
ん、キャベツ、ねぎ、しらたき、に
んじん、カットわかめ

 のむヨーグルト

マカロニきな粉

牛乳

ロールパン、ハーフスパゲティ、
マヨネーズ（卵・乳不使用）、砂
糖、フレンチドレッシング(卵)

豆乳でつくったコーンスープ、
茨城県産プレーンオムレツ、ハム
千切り(卵・乳使用)

オレンジ、スイートコーン、きゅう
り、みかん缶、にんじん、サラダ
菜、トマトピューレ

 グレープジュース

ケーキ(卵・乳)

麦茶

牛乳

米、砂糖、片栗粉、ごま油(ごま) 牛乳、かじき(角切り)、卵 たまねぎ、もやし、パイン缶、ブ
ロッコリー、きゅうり、にんじん、
しめじ、ひじき

 オレンジジュース

ウエハース(乳)

牛乳

たまねぎ、こまつな、しいたけ、
ピーマン、にんじん、えのきた
け、レタス、サニーレタス

 パインジュース(パック)

きなこ豆乳蒸しパン

牛乳

米、食パン(10枚切り）(乳)、
じゃがいも、ツイストマカロニ、
砂糖、片栗粉、ごま油(ごま)

牛乳、鶏もも肉（こま）、ちくわス ブロッコリー、たまねぎ、もや
し、いちごジャム、にんじん、し
めじ、いんげん、スイートコーン、
白炒りごま(ごま)、カットわかめ

 りんごジュース

ジャムサンド(いちご)(乳)

3時おやつ

米、じゃがいも、マヨネーズ（卵・
乳不使用）、国産はるさめ、油

牛乳、豚肉（もも）こま、ツナフ
レーク油漬

たまねぎ、バナナ、にんじん、
きゅうり、スイートコーン、オニオ
ンソテー、レタス

 野菜ジュース

お楽しみおやつ

牛乳

米、蒸しパンミックス、ビーフン、
油、砂糖、ごま油(ごま)

牛乳、木綿豆腐、豆乳、きな粉

　脂質／塩分
 (  )は未満児

献　　立　　名
日
／
曜

令和4年4月28日
すずの丘保育園

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

材料名（昼食・3時おやつ） 10時おやつ


