
令和２年度　どんぐり山保育園

乳児 幼児

月 ごはん　味噌汁 フルーツヨーグルト 鯵　豚肉 胚芽つき米 しめじ　菜の花 だし汁　味噌 593 594

11 鯵南蛮漬け 人参クッキー ひじき 片栗粉　なたね油 玉葱　ピーマン 醬油　米酢 kcal　 kcal　

25 ひじき煮 麦茶 牛乳 白ごま 人参　ごぼう　ふき 三温糖　醬油 22.5 21

ふきごま和え　牛乳 ヨーグルト 小麦粉　なたね油 りんご　桃缶　人参 g　 g　

火 ごはん　味噌汁 のり弁 とろろ昆布 胚芽つき米　ごま油 ブロッコリー　人参 だし汁　味噌 516 533

12 高野豆腐入り八宝菜 するめ 高野豆腐　豚肉 片栗粉 椎茸　青梗菜　白菜 塩　醬油 kcal　 kcal　

26 さつま芋スティック 果物 牛乳 さつま芋 アスパラガス　もやし 20.6 21.3

アスパラもやし炒め　牛乳 麦茶 焼きのり　かつお節　するめ 胚芽つき米 メロン g g　

水 ごはん　マカロニ野菜スープ 甘辛団子 鶏肉　ヨーグルト 胚芽つき米 かぼちゃ　スナップえんどう だし汁　塩 505 528

13 タンドリーチキン そら豆 ツナ缶 マカロニ キャベツ　コーン缶 醬油　ケチャップ kcal　 kcal　

27 コールスロー 果物 牛乳 なたね油 人参　セロリ　いんげん カレー粉 22.2 21.8

セロリいんげんソテー　牛乳 牛乳 牛乳　豆腐 白玉粉　片栗粉 いちご　そら豆 三温糖 g　 g　

木 わかめうどん グリンピース鮭ごはん わかめ うどん 長葱　うど だし汁　塩 526 515

14 千草焼き　大豆甘辛揚げ 果物 豚肉　卵 片栗粉 竹の子水煮 醬油　三温糖 kcal　 kcal　

28 胡瓜かぶ酢味噌和え 梅ジュース 大豆　牛乳 なたね油 絹さや　胡瓜　かぶ 味噌　米酢 22.7 22.3

牛乳 鮭 胚芽つき米　 りんご　グリンピース g　 g　

金 ごはん　味噌汁 ジャムサンド きびなご 胚芽つき米 おかひじき　茄子 だし汁　味噌 519 545

15 きびなご焼き　肉じゃが スナップえんどう 豚肉 じゃが芋　なたね油 玉葱　人参 塩　三温糖 kcal　 kcal　

29 ほうれん草えのき炒め 果物 牛乳 ごま油 ほうれん草　えのき茸 醬油 22.8 23

牛乳 牛乳 牛乳 全粒粉パン いちご　ブルーベリージャム　スナップ g　 g　

土 ごはん　味噌汁 野菜ラーメン がんもどき 胚芽つき米 椎茸　青梗菜 だし汁　味噌 521 539

2 がんもどき野菜そぼろ煮 果物 かつお節 片栗粉 大根　人参　ごぼう 三温糖　醬油 kcal　 kcal　

16 酢ごぼう 牛乳 牛乳 黒ごま 小松菜　みつ葉 米酢　塩 20.1 21

30 小松菜おかか和え　牛乳 牛乳　豚肉 中華麺　ごま油 りんご　長葱　人参　水菜 g g　

月 ごはん　桜えび野菜スープ ナポリタン 桜えび 胚芽つき米 アスパラガス　えのき茸 だし汁　塩 501 538

18 麻婆豆腐 果物 豆腐　豚肉 ごま油　片栗粉 長葱　にら　かぼちゃ 醬油　三温糖 kcal　 kcal　

かぼちゃソテー 牛乳 しらす　牛乳 なたね油 おかひじき　白菜 味噌　ケチャップ 20.7 22.2

おかひじきしらす和え　牛乳 牛乳 スパゲティー　なたね油 りんご　玉葱　ピーマン ソース g　 g　

火 ごはん　味噌汁 ポテトもち 豚肉 胚芽つき米 こねぎ　もやし　キャベツ だし汁　味噌 534 551

19 生姜焼き 煮干し おから ごま油 椎茸　長葱　ごぼう 醬油　三温糖 kcal　 kcal　

卯の花 果物 卵　牛乳 いんげん　人参 塩 20.9 20.2

人参しりしり　牛乳 牛乳 牛乳　煮干し じゃが芋　マーガリン　片栗粉 メロン g　 g　

水 菜めしごはん　味噌汁 黒糖カステラ 赤魚 胚芽つき米 ほうれん草　かぶ だし汁　味噌 512 523

20 魚磯煮 大根スティック 焼きのり 春雨 人参　しめじ 三温糖　醬油 kcal　 kcal　

春雨野菜炒め 果物 牛乳 ごま油 ピーマン　胡瓜 塩　黒砂糖 21.4 20.1

胡瓜ぬか漬け　牛乳 牛乳 牛乳 小麦粉 いちご　大根 g　 g　

木 きな粉揚げパン 竹の子ごはん きな粉 全粒粉パン 長葱　人参　椎茸 三温糖　塩 573 580

7 ワンタンスープ 果物 豚肉 なたね油 白菜　小松菜　そら豆 だし汁　醬油 kcal　 kcal　

21 そら豆トマトチーズサラダ 麦茶 チーズ　牛乳 ワンタンの皮 トマト　紫キャベツ 米酢 23.5 23

牛乳 油揚げ 胚芽つき米 りんご　竹の子　絹さや g　 g　

金 ごはん　味噌汁 お好み焼き 太刀魚 胚芽つき米 大根　みつ葉　人参 だし汁　味噌 531 547

8 魚照り焼き　刻み昆布煮 果物 刻み昆布 なたね油 えのき茸　スナップえんどう 醬油　三温糖 kcal　 kcal　

22 スナップえんどう梅和え 牛乳 豚肉　牛乳 竹の子水煮　梅干し ソース 21.5 20.8

牛乳 牛乳 小麦粉　なたね油 メロン　キャベツ　こねぎ ケチャップ g　 g　

土 ごはん　　野菜スープ トースト 鶏肉 胚芽つき米　 いんげん　水菜 だし汁　塩 533 560

9 鶏肉トマト煮 青梗菜ソテー 牛乳 なたね油 玉葱　茄子　アスパラガス 醬油 kcal　 kcal　

23 さつま芋レーズンサラダ 果物 さつま芋 トマト缶　干しぶどう マヨネーズ 22.1 20.8

牛乳 牛乳 牛乳 全粒粉パン　マーガリン　なたね油 いちご　青梗菜　コーン缶 g　 g　

※食材料の入荷の都合により、献立を一部変更することがあります。ご了承ください。　１回食の牛乳は、１，２歳のみです。
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栄養士　石川

調味料
エネルギー・たんぱく質

＜平均栄養量＞

5月のこんだて

エネルギー

たんぱく質

1回食 2回食 血や肉になるもの 熱や力になるもの 体の調子を整えるもの

食行事 五節句 端午の節句

5月5日は子どもの日です。子どもの日はもともと端午の節句といい、男の子の節句
として成長や立身出世を願ってお祝いされるようになり、初節句にはちまきを、2年
目からは柏餅を食べます。柏の葉は新しい芽が生えてから古い葉が落ちます。昔の

人には新しい生命の誕生を見守っているように見え、子どもの成長を祝う節句に合

うということから柏餅は端午の節句に欠かせないものになったといわれています。
5月5日はお休みなので、5月1日に保育園で手作りした柏餅をいただきたいと思い
ます。

5月1日（金）献立

1回食
こいのぼりごはん 若竹汁

唐揚げ トマト スナップえんどう

2回食
手作り柏餅
いちご 牛乳


