
社会福祉法人　路交館　　　　　　　幼保連携型認定こども園　北丘聖愛園　　　　　　　地域子育てセンター北丘　
エネルギー

たんぱく質

　脂質／塩分
(  )は未満児

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

01 578.9(491.9)

月 24.2(20.0)

21.5(18.1)

1.9(1.6)

02 474.8(409.5)

火 17.1(14.1)

10.8(8.7)

1.5(1.2)

06 560.2(458.7)

土 18.0(14.9)

17.6(14.6)

2.2(1.8)

08 526.9(441.1)

月 20.9(17.1)

15.0(12.1)

1.3(1.1)

09 523.3(435.7)

火 27.0(22.1)

20.2(16.8)

2.2(1.8)

10 621.4(540.9)

水 20.3(17.6)

28.6(23.9)

2.4(2.0)

11 472.2(378.6)

木 15.7(12.6)

13.3(10.7)

2.1(1.7)

12 512.0(431.3)

金 20.8(17.2)

19.8(16.4)

2.7(2.2)

13 506.6(427.9)

土 21.3(17.9)

17.0(14.1)

1.9(1.5)

15 544.1(455.7)

月 25.0(20.5)

20.8(16.8)

2.0(1.6)

16 443.0(363.2)

火 24.0(20.8)

10.2(8.5)

1.8(1.4)

17 503.0(402.4)

水 21.7(17.3)

14.6(11.7)

1.8(1.5)

☆ ○は午後おやつに使用している食材です。

夕軽食
行事

食育活動

2023年　5月上旬　　　　　 2023.4.28

日付 ひるごはん
材         料        名

きゃべつ、なす、玉葱、人
参、胡瓜、ピーマン、○い
ちごジャム、竹の子（ゆ
で）、切り干しだいこん、
青葱

ぎゅうちゃんごはん
ブロッコリーのごまポンず

みそしる（とうふ）

七分つき米、板こんにゃ
く、砂糖

○牛乳、豆腐、牛肉、米み
そ（淡色辛みそ）、いりごま

ｻｻｶﾞｷｺﾞﾎﾞｳ（冷）、人参、
みつば、なめこ、青葱

3時おやつ

さけごはん
ブロッコリーのツナマヨ

とんじる

七分つき米、里芋、マヨ
ネーズ

○牛乳、鮭フレーク、豚モ
モ肉、うす揚、米みそ（淡
色辛みそ）、ツナ缶、いりご
ま

大根、人参、みつば、青
葱

やきにくふういためもの
きりぼしだいこんのナムル

みそしる（なす）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、砂糖、ゴマ油 ○牛乳、ｴﾋﾞ入りシューマイ
（冷）、合挽肉、錦糸卵、い
りごま

七分つき米、○小麦粉、
○ねりごま、○砂糖、油、
砂糖、ゴマ油

○牛乳、牛肉、納豆、○調
製豆乳、米みそ（淡色辛み
そ）、ロースハム、うす揚

もやし、オクラ（冷凍）、人
参、サラダ菜、○こんぶ、
にら

○牛乳、あさり水煮缶、
ベーコン、カットわかめ

玉葱、ホールトマト缶詰、も
やし、なつみかん缶、レタ
ス、○いちごジャム、人参、
胡瓜、マッシュルーム缶、
ピーマン

ぶたにくのしょうがやき
ごもくにまめ

みそしる（ほうれんそう）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、○食パン（薄
い）、板こんにゃく、砂糖、
○マーガリン、油、○砂糖

○牛乳、豚モモ肉、納豆、
大豆（乾）、米みそ（淡色辛
みそ）、うす揚

トマト＊、ほうれん草、玉
葱、生しいたけ、人参、ご
ぼう、サニーレタス、しょう
が、刻みこんぶ

コロッケ
マカロニサラダ　プチゼリー

スープ（きゃべつ）
ロールパン

チルドポテト、ＮＥＧロー
ル、○砂糖、○小麦粉、パ
ン粉、マカロニ、油、マヨ
ネーズ、小麦粉、○マー
ガリン

○牛乳、○卵、合挽肉、ツ
ナ缶、卵

七分つき米、○マカロニ、
砂糖、○砂糖、おつゆ麩、
油

○牛乳、牛肉、卵、米みそ
（淡色辛みそ）、カニかまぼ
こ、かまぼこ赤奴、○きな
粉、うす揚、いりごま

玉葱、もやし、胡瓜、みつ
ば、青葱

かしわのこうみやき
ツナのすのもの

みそしる（わかめ）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、○カンパン、
ゴマ油、砂糖

○牛乳、鶏モモ肉、納豆、
米みそ（淡色辛みそ）、ツ
ナ缶、うす揚、カットわかめ

ココアケーキ
ぎゅうにゅう

ヨーグルトパン
ぎゅうにゅう

ジャムドック
ぎゅうにゅう

カムカムおやつ
ぎゅうにゅう

かんぱん
くだもの

ぎゅうにゅう

玉葱、ほうれん草、人参、
青葱

○メロン、トマト＊、胡瓜、
ｽｲｰﾄｺｰﾝﾎｰﾙ缶、サニー
レタス、青葱

胡瓜、きゃべつ、えのき
茸、人参、ごぼう、青葱、
干し椎茸

ﾌﾟﾁﾌﾞﾛｯｺﾘｰ（冷凍）、人
参、玉葱、きゃべつ、胡
瓜

エリンギ炒め
みそ汁（はくさい）

七分つき米

小松菜の煮浸し
みそ汁（豆腐）

七分つき米

パン
牛乳

コロッケ
みそ汁（ほうれん草）

七分つき米

ゴマスコーン
ぎゅうにゅう

1・2さい→かしわまんじゅう

3～5さい→かしわもち
ぎゅうにゅう

カムカムおやつ
ぎゅうにゅう

たいやき
ぎゅうにゅう

かわりトースト
ぎゅうにゅう

きゃべつのみそマヨネーズ
みそ汁（大根）

七分つき米

春巻
みそ汁（ほうれん草）

七分つき米

パン
牛乳

かぼちゃのそぼろ煮
みそ汁（ほうれん草）

七分つき米

鮭の塩焼
みそ汁（大根）

七分つき米

☆ななぶつきまいは国産です。 ☆朝おやつ（夏季以外）は塩せんべい・ぽたぽた焼き・アスパラガスビスケット・芋けんぴを提供します。

☆朝のおやつは、変更する場合があります。

☆朝おやつ（夏季）は塩せんべい・アスパラガスビスケットの提供になります。

※夏季のみ幼児に塩昆布を提供します。

たんじょうかい

たてわりDAYキャンプ
19じへいえん

じえいしょうぼうくんれ
ん

マカロニのあべかわ
ぎゅうにゅう

鶏手羽の塩焼き
みそ汁（豆腐）

七分つき米

あかうおのてりやき
しらあえ

みそしる（たまねぎ）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、板こんにゃ
く、○砂糖、砂糖

赤魚、○調製豆乳、納豆、
豆腐、○あずき（乾）、米み
そ（淡色辛みそ）、白みそ、
いりごま、うす揚

とうにゅうぜんざい
むぎちゃ

焼ギョーザ
みそ汁（大根）

七分つき米

たにんどん
もやしのごまず
みそしる（ふ）

キッズピビンバ
シュウマイ

スープ（オクラ）

ぶたにくのスープに
ブロッコリーのごまあえ

じゃこめし

七分つき米、はるさめ、
油、砂糖

○牛乳、厚揚げ（三角）、
豚モモ肉、○返りちりめ
ん、ちりめんじゃこ、いりご
ま

はくさい、人参、チンゲン
サイ、しめじ、竹の子（ゆ
で）

かやくごはん
きゅうりもみ

みそしる（きゃべつ）

七分つき米、○小麦粉、
板こんにゃく、○砂糖、砂
糖、油、○マーガリン

○牛乳、○ヨーグルト(無
糖)、鶏モモ肉、米みそ（淡
色辛みそ）、うす揚、ちりめ
んじゃこ、カットわかめ

ボンゴレ
あまなつサラダ

スープ（もやし）

スパゲティー、○ＮＥＧロール
（小）、フレンチドレッシング
（分離型）、油、○マーガリン、
オリーブ油



社会福祉法人　路交館　　　　　　　幼保連携型認定こども園　北丘聖愛園　　　　　　　地域子育てセンター北丘　
エネルギー

たんぱく質

　脂質／塩分
(  )は未満児

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

18 508.9(427.8)

木 19.2(15.8)

17.0(14.4)

1.8(1.5)

19 504.2(416.7)

金 18.5(15.1)

13.1(11.0)

2.4(1.9)

20 529.5(421.8)

土 24.0(19.2)

17.4(13.7)

2.8(2.3)

22 517.0(439.0)

月 22.6(18.7)

19.5(16.8)

2.4(2.0)

23 614.1(486.7)

火 18.7(14.8)

25.8(20.6)

1.7(1.3)

24 542.1(433.5)

水 25.7(20.5)

19.9(15.8)

2.5(2.0)

25 509.7(453.5)

木 18.6(15.9)

27.2(23.8)

2.1(1.8)

26 321.8(260.5)

金 14.1(12.0)

7.4(5.9)

2.4(2.0)

27 491.4(396.0)

土 17.4(14.6)

14.8(11.9)

2.0(1.6)

29 572.7(479.3)

月 31.0(27.5)

24.1(19.2)

1.6(1.3)

30 390.7(312.6)

火 14.9(12.0)

5.8(4.7)

3.1(2.5)

31 581.9(504.5)

水 20.3(17.4)

16.0(13.5)

1.6(1.4)

☆ ○は午後おやつに使用している食材です。

行事
食育活動

はるのすし
さといものそぼろに

すまししる

七分つき米、里芋（冷
凍）、砂糖

○牛乳、豆腐、鶏ミンチ、
錦糸卵、うす揚、ちりめん
じゃこ、高野豆腐、カットわ
かめ

筍（生）、えんどう豆
（鞘）、ふき、人参、もみの
り、みつば

クリームコンフェ
ぎゅうにゅう

えんどうまめの
かわむき（くま）

ほうれん草の磯辺あえ
みそ汁（キャベツ）

七分つき米

にくじゃがに
はるさめサラダ

みそしる（はくさい）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、○北海道ミ
ルクパン、チルドポテト、
糸こんにゃく、はるさめ、
砂糖、油、ゴマ油、○麦
ロール

2023年　5月下旬　　　 2023.4.28

日付 ひるごはん
材         料        名

3時おやつ 夕軽食

やさいいため
じゃこのすのもの

みそしる（だいこん）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、ゴマ油 ○牛乳、豚モモ肉、納豆、
返りちりめん、米みそ（淡
色辛みそ）、カットわかめ

きゃべつ、大根、玉葱、
○こんぶ、人参、ピーマ
ン、竹の子（ゆで）、生し
いたけ、青葱

ごぼうとひきにくのたまごとじ
わふうコールスロー
みそしる（とうふ）

ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、○ＮＥＧロー
ル（小）、○油、砂糖、○
グラニュー糖

○牛乳、納豆、合挽肉、
卵、豆腐、米みそ（淡色辛
みそ）、ちりめんじゃこ

きゃべつ、ｻｻｶﾞｷｺﾞﾎﾞｳ
（冷）、人参、みつば、な
めこ、青葱

はるさめいため
さつまいもてんぷら

みそしる（ふ）
まめごはん

七分つき米、さつまいも、
○小麦粉、○マーガリン、
○砂糖、はるさめ、油、小
麦粉、おつゆ麩、ゴマ油

○牛乳、豚バラ肉、○卵、
米みそ（淡色辛みそ）、○
きな粉、うす揚、卵

きゃべつ、えんどう豆
（鞘）、ピーマン、人参、
竹の子（ゆで）、干し椎
茸、青葱

ぶたにくのカレーやき
ひじきサラダ

みそしる（はくさい）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、○コーンフ
レーク、砂糖、油、片栗
粉、○マーガリン、マヨ
ネーズ

○牛乳、豚モモ肉、納豆、
米みそ（淡色辛みそ）、う
す揚、卵(黄)、○黒ごま、
カットわかめ、いりごま

はくさい、トマト＊、ｽｲｰﾄ
ｺｰﾝﾎｰﾙ缶、サニーレタ
ス、いんげん（冷）、人
参、ひじき、青葱

かしわとやさいのスープに
グリーンサラダ

ロールパン

チルドポテト、ＮＥＧロー
ル、○油、フレンチドレッ
シング（分離型）、油、麦
ロール

○牛乳、鶏モモ肉、ベー
コン

玉葱、新きゃべつ、人
参、レタス、胡瓜、セロリ

ジャージャーめん
かぼちゃのふくめに

ゆで中華めん、○砂糖、
砂糖、ゴマ油

合挽肉、みそ、○あずき
（乾）、錦糸卵、○あたりめ

カボチャ（冷）、玉葱、人
参、胡瓜、青葱、○かん
てん（粉）

なめたけごはん
やさいのフランクいため
みそしる（こまつな）

七分つき米、油 ○牛乳、ツナ缶、○返りち
りめん、米みそ（淡色辛み
そ）、フランクフルト、うす
揚

小松菜、なめ茸（味付
け）、きゃべつ、人参、玉
葱、ピーマン、みつば

サーモンフライ
だいずサラダ

みそしる（たまねぎ）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、マヨネーズ、
油、パン粉、小麦粉

○牛乳、鮭、納豆、大豆
（乾）、米みそ（淡色辛み
そ）、ツナ缶、卵、うす揚、
鮭（大）

トマト＊、玉葱、胡瓜、人
参、サニーレタス、青葱

にくうどん
うのはないり

ゆでうどん、○七分つき
米、砂糖、板こんにゃく、
油

牛肉、おから、竹輪、いわ
し(煮干し)、干しえび(煮
干)、うす揚

青葱、人参、○だいこん
（葉）

ぎゅうどん
あげシュウマイ

みそしる（だいこん）

七分つき米、糸こんにゃ
く、油、砂糖

○牛乳、ｴﾋﾞ入りシューマ
イ（冷）、牛肉、米みそ（淡
色辛みそ）、うす揚

玉葱、大根、みつば、青
葱

いまがわやき
ぎゅうにゅう

おにぎり
むぎちゃ

バナナカステラ
ぎゅうにゅう

カムカムおやつ
ぎゅうにゅう

あげパン
ぎゅうにゅう

きなこクッキー
ぎゅうにゅう

フレークおこし
ぎゅうにゅう

フライドポテト
ぎゅうにゅう

ねぎま
みそ汁（豆腐）

七分つき米

ささ身のしそ焼
みそ汁（はくさい）

七分つき米

○牛乳、納豆、牛肉、米
みそ（淡色辛みそ）、カニ
かまぼこ、カットわかめ

玉葱、はくさい、人参、胡
瓜、いんげん（冷）、青葱

かしパン
ぎゅうにゅう

ネバネバあえ
みそ汁（ほうれん草）

七分つき米

パン
牛乳

焼ビーフン
みそ汁（はくさい）

七分つき米

みずようかん
カムカムおやつ

むぎちゃ

カムカムおやつ
ぎゅうにゅう

ひじきの煮付
みそ汁（大根）

七分つき米

えびフライ
みそ汁（ほうれん草）

七分つき米

パン
牛乳

ささ身のさっぱりあえ
みそ汁（はくさい）

七分つき米

あるきこみ（きりん）
べんとうび

スナップえんどうソテー
みそ汁（豆腐）

七分つき米

竹輪と桜えびの炒め物
みそ汁（キャベツ）

七分つき米

☆ななぶつきまいは国産です。 ☆朝おやつ（夏季以外）は塩せんべい・ぽたぽた焼き・アスパラガスビスケット・芋けんぴを提供します。

☆朝のおやつは、変更する場合があります。

☆朝おやつ（夏季）は塩せんべい・アスパラガスビスケットの提供になります。

※夏季のみ幼児に塩昆布を提供します。

あるきこみ（きりん）

あるきこみ（きりん）


