
2023年05月上旬 2023.4.26

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
474.7(398.7

)
月 16.4(13.4)

15.4(12.8)

2.0(1.6)

02
459.7(413.9

)
火 15.9(13.3)

16.6(13.9)

2.1(1.8)

03
451.0(387.2

)
水 13.6(11.5)

12.2(10.2)

1.5(1.3)

04
461.1(381.0

)
木 17.3(14.1)

11.1(8.9)

2.4(2.0)

05
471.8(396.8

)
金 15.9(13.7)

15.8(12.9)

1.6(1.4)

06
453.9(392.6

)
土 19.2(15.5)

15.1(13.4)

2.3(1.9)

07
348.0(300.1

)
日 15.0(12.5)

9.1(7.3)

1.8(1.5)

08
527.7(456.9

)
月 27.2(22.8)

23.4(20.0)

2.2(1.9)

09
378.4(337.5

)
火 13.1(11.2)

4.5(4.2)

2.2(1.9)

10
696.1(638.6

)
水 26.2(22.5)

34.9(31.8)

2.6(2.3)

11
512.7(459.7

)
木 25.3(22.6)

12.7(11.1)

2.3(1.9)

12
372.4(345.5

)
金 13.6(11.6)

7.4(6.5)

1.5(1.4)

13
478.5(415.6

)
土 19.8(16.7)

14.4(12.9)

1.9(1.6)

14
499.0(410.1

)
日 16.9(13.6)

21.1(17.0)

1.9(1.5)

15
498.5(415.3

)
月 19.0(15.5)

12.9(10.8)

1.8(1.5)

☆ななぶつきまいは国産です

☆ ○は午後おやつに使用している食材です。

☆１０時のおやつは、変更する場合があります。

ゼリー
おかし

ぎゅうにゅう

半つき米、じゃが芋、○小麦
粉、糸こんにゃく、○砂糖、
砂糖、○マーガリン

○牛乳、牛肉、○ヨーグルト
(無糖)、米みそ（淡色辛み
そ）、カニかまぼこ、いりご
ま、カットわかめ

玉葱、もやし、胡瓜、みつ
ば、青葱

5さいじ
あるきこみ③

おにぎりべんとう

七分つき米、チルドポテト、
糸こんにゃく、はるさめ、砂
糖、油、ゴマ油

ビスケット
ヨーグルトパン
ぎゅうにゅう

カムカムおやつ
ハッピーターン

リッツ
ぎゅうにゅう

ぎゅうどん
もやしのごます

みそしる（じゃがいも）

キッズピビンバ
きゃべつのごます

みそしる（とうふ）

七分つき米、砂糖、ゴマ油 ○牛乳、合挽肉、ソフト木
綿、米みそ（淡色辛みそ）、
錦糸卵、カニかまぼこ、○返
りちりめん、いりごま

きゃべつ、もやし、人参、胡
瓜、にら、なめこ、青葱

せんべい

ミートスパゲティー
かぼちゃサラダ

スープ（オクラ）

スパゲティー、マヨネーズ、
油、オリーブ油

○牛乳、合挽肉、ベーコン 栗かぼちゃ、玉葱、刻みオク
ラ、人参、ミックスベジタブ
ル（冷凍）、マッシュルーム
缶、ピーマン、セロリ

ぽたぽたやき

ココアケーキ
ぎゅうにゅう

あかうおのてりやき
しらあえ（ほうれんそう）

みそしる（たまねぎ）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、○小麦粉、糸こ
んにゃく、○砂糖、砂糖

○牛乳、冷凍骨なし赤魚
50、納豆、ソフト木綿、米
みそ（淡色辛みそ）、白み
そ、こんぶ巻き、いりごま、
カットわかめ

玉葱、ほうれん草、人参、○
レーズン、青葱

フルーツのヨーグルトかけ
おかし

むぎちゃ

じゃがぶー
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）

○ヨーグルト(無糖)、納豆、
豚モモ肉、米みそ（淡色辛み
そ）、ロースハム、カットわ
かめ

玉葱、はくさい、人参、○み
かん缶、胡瓜、いんげん
（冷）、青葱

七分つき米、○チルドポテ
ト、ゴマ油、おつゆ麩、砂糖

ビスケット
むしパン

ぎゅうにゅう

チーズいりハンバーグ
スマイルポテト　マカロニサラダ

スープ（きゃべつ）
ロールパン　ゼリー

ＮＥＧロール、スマイルポテ
ト、○砂糖、○小麦粉、パン
粉、マカロニ、油、マヨネー
ズ、○マーガリン

○牛乳、合挽肉、○卵、さい
の目8ｍｍチーズ、牛レ
バー、ツナ缶、卵、牛乳

玉葱、トマト＊、新きゃべ
つ、人参、胡瓜、えのき茸、
サニーレタス せんべい

はるのおすし
さといものそぼろに

すましじる

七分つき米、里芋（冷凍）、
砂糖、○砂糖

○カルピス、ソフト木綿、鶏ミ
ンチ、錦糸卵、うす揚、○返り
ちりめん、ちりめんじゃこ、○
アガー、高野豆腐、もみのり、
こんぶ（だし用）、カットわか
め

○黄桃缶、えんどう豆
（鞘）、ふき、筍（生）、人
参、みつば、青葱 ぽたぽたやき

カルピスジュレ
カムカム
むぎちゃ

○牛乳、鶏モモ肉、納豆、○
ピザ用チーズ、米みそ（淡色
辛みそ）、卵、○ベーコン、
高野豆腐、カットわかめ

トマト＊、きゃべつ、玉葱、
人参、サニーレタス、○ピー
マン、いんげん　（冷）、青
葱

ビスケット

カムカムおやつ
ハッピーターン

リッツ
ぎゅうにゅう

とんじるうどん
かぼちゃのふくめに

ゆでうどん、里芋、砂糖 ○牛乳、豚モモ肉、米みそ
（淡色辛みそ）、うす揚

栗かぼちゃ、はくさい、大
根、人参、青葱

ピザポテト
ぎゅうにゅう

かしわのこうみやき
こうやどうふのたまごとじ

みそしる（ふ）
ななぶつきまい（なっとう）

ゼリー
おかし

ぎゅうにゅう

のざわなチャーハン
ブロッコリーのおかかあえ

みそしる（あつあげ）

ゼリー
おかし

ぎゅうにゅう

えびフライ
かぼちゃサラダ

みそしる（とうふ）
ななぶつきまい

七分つき米、マヨネーズ、油 ○牛乳、ソフト木綿、米みそ
（淡色辛みそ）、カットわか
め

栗かぼちゃ、○みかん缶、ト
マト＊、ミックスベジタブル
（冷凍）、青葱

ほうれんそう（冷凍）、人
参、かんぴょう（乾）、干し
椎茸

コロッケ
アスパラソテー

みそしる（たまねぎ）
ななぶつきまい

半つき米、油、砂糖 ○牛乳、厚揚げ（四角）、
卵、米みそ（淡色辛みそ）、
ちりめんじゃこ、○あたり
め、かつお節、カットわかめ

ﾌﾟﾁﾌﾞﾛｯｺﾘｰ（冷凍）、野沢
菜漬、玉葱、人参

せんべい

玉葱、胡瓜、人参、マッシュ
ルーム缶、切り干しだいこ
ん、グリンピース（冷凍） ビスケット

かんフルーツ
おかし

ぎゅうにゅう

七分つき米、砂糖、おつゆ麩

きゃべつスパゲティー
あまなつサラダ

スープ（もやし）

スパゲティー、フレンチド
レッシング（分離型）、オ
リーブ油、油

○牛乳、ベーコン、粉チー
ズ、桜えび、カットわかめ

新きゃべつ、もやし、なつみ
かん缶、レタス、胡瓜、ピー
マン、にんにく ぽたぽたやき

○牛乳、一口がんも、錦糸
卵、うす揚、竹輪、ちりめん
じゃこ、高野豆腐、もみの
り、カットわかめ

ちらしずし
ほうれんそうのにびたし（がん

も）
すましじる

マカロニあべかわ
ぎゅうにゅう

かんフルーツ
おかし

ぎゅうにゅう

かしわまんじゅう
ぎゅうにゅう

○牛乳、米みそ（淡色辛み
そ）、カットわかめ

○パイン缶、グリーンアスパ
ラガス、玉葱、トマト＊、
きゃべつ、ｽｲｰﾄｺｰﾝﾎｰﾙ缶、
青葱

七分つき米、油、マーガリン

七分つき米、じゃが芋、○マ
カロニ、油、○砂糖、ゴマ
油、砂糖

○牛乳、鶏モモ肉、ロースハ
ム、○きな粉、ベーコン

社会福祉法人　路交館　　　幼保連携型認定こども園　聖愛園　・　あすなろ　　　つくしクラブ　　　地域子育てセンター　　　児童発達支援

どんぐり・すずらん
しょくいくかつどう
たけのことふきを
みよう・さわろう

たんじょうかい

日付 ひるごはん 10時おやつ 3時おやつ
材         料        名( ○は午後おやつ)

行事

チキンライス
きりぼしだいこんのナムル

スープ（じゃがいも）



2023年05月下旬 2023.4.26

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

16 359.6(326.5)

火 22.0(20.5)

8.9(8.1)

1.9(1.6)

17 542.6(450.0)

水 23.5(19.4)

21.5(17.6)

1.8(1.7)

18 420.5(351.5)

木 18.5(15.1)

15.7(13.0)

2.6(2.1)

19 457.6(451.3)

金 20.6(18.4)

14.7(13.2)

1.7(1.7)

20 458.0(396.1)

土 19.0(15.3)

13.1(11.9)

2.0(1.7)

21 452.3(372.8)

日 19.0(15.4)

14.3(11.6)

1.7(1.4)

22 524.2(447.6)

月 25.8(21.6)

20.6(17.0)

2.1(1.7)

23 547.1(471.0)

火 19.6(16.0)

16.5(14.4)

2.5(2.1)

24 462.0(407.5)

水 16.6(13.8)

11.6(10.5)

2.1(1.7)

25 446.4(392.7)

木 18.6(15.6)

13.7(11.8)

1.7(1.4)

26 527.2(475.8)

金 25.4(22.8)

15.9(14.4)

2.6(2.5)

27 507.9(438.9)

土 26.1(21.6)

19.9(17.2)

1.5(1.3)

28 484.2(399.3)

日 20.2(16.4)

12.1(9.7)

1.6(1.3)

29 452.7(405.9)

月 16.1(14.0)

12.8(11.4)

2.0(1.7)

30 518.6(409.2)

火 21.5(16.6)

22.3(16.6)

3.6(2.9)

31 570.5(477.3)

水 19.2(15.6)

23.3(19.7)

1.7(1.6)

☆ななぶつきまいは国産です

☆ ○は午後おやつに使用している食材です。

玉葱、人参、しろ葱、○いち
ご、いんげん　（冷）、土生
姜、にんにく

☆１０時のおやつは、変更する場合があります。

はるさめいため
かぼちゃサラダ

みそしる（オクラ）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、○小麦粉、はる
さめ、マヨネーズ、○マーガ
リン、○砂糖、ゴマ油

○牛乳、納豆、豚バラ肉、米
みそ（淡色辛みそ）、○卵、
カットわかめ

栗かぼちゃ、新きゃべつ、刻
みオクラ、ピーマン、人参、
竹の子（ゆで）、胡瓜、玉
葱、干し椎茸、レーズン

せんべい
ロックビスケット

ぎゅうにゅう

ぽたぽたやき

ゼリー
おかし

ぎゅうにゅう

かしわとやさいのスープに
トマトサラダ
ロールパン

○七分つき米、チルドポテ
ト、ＮＥＧロール、油、砂
糖、麦ロール

鶏モモ肉、ベーコン、○ちり
めんじゃこ

玉葱、新きゃべつ、トマト、
人参、胡瓜、セロリ、○菜め
しの素

フルーツサンド
ぎゅうにゅう

カレーうどん（ぎゅうにく）
ひじきのにつけ

ゆでうどん、○サンドイッチ
パン（10枚切り）、片栗
粉、油、砂糖

○牛乳、牛肉、○ホイップク
リーム、大豆（ゆで）、かま
ぼこ赤奴、ひじき

かしわのさっぱりやき
いんげんのごまあえ

みそしる（はくさい）
ななぶつきまい（なっとう）

ビスケット
おにぎり
むぎちゃ

えびピラフ
ブロッコリーのごまあえ

コーンスープ

七分つき米、マーガリン、砂
糖

○牛乳、牛乳、冷凍むきえ
び、いりごま

ﾌﾟﾁﾌﾞﾛｯｺﾘｰ（冷凍）、玉葱、
ミックスベジタブル（冷
凍）、マッシュルーム缶

七分つき米、砂糖 ○牛乳、鶏モモ肉、納豆、米
みそ（淡色辛みそ）、○返り
ちりめん、うす揚、いりごま

はくさい、トマト＊、いんげ
ん　（冷）、大根おろし、人
参、サニーレタス、青葱、土
生姜

せんべい

カムカムおやつ
ハッピーターン

リッツ
ぎゅうにゅう

○牛乳、冷凍骨なしさわら、
納豆、米みそ（淡色辛み
そ）、うす揚、○アガー、冷
凍骨なしさわら（大）

○りんご天然果汁、かぼ
ちゃ、玉葱、○パイン缶、人
参、切り干しだいこん、土生
姜、いんげん　（冷）、青葱

ぽたぽたやき

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、○ホットケーキ
粉、はるさめ、○ホットケー
キシロップ、○マーガリン、
油、砂糖

○牛乳、厚揚げ（四角）、豚
モモ肉、○卵、ちりめんじゃ
こ、いりごま

はくさい、ﾌﾟﾁﾌﾞﾛｯｺﾘｰ（冷
凍）、人参、チンゲンサイ、
しめじ、竹の子（ゆで）

フルーツゼリー
おかし

ぎゅうにゅう

さわらのしょうがに
きりぼしだいこんのにつけ

みそしる（かぼちゃ）
ななぶつきまい（なっとう）

ビスケット
ホットケーキ
ぎゅうにゅう

七分つき米、○砂糖、糸こん
にゃく、砂糖、油

せんべい

行事

ようふうずし
にまめ

すましじる

七分つき米、砂糖、○油 ○牛乳、ソフト木綿、金時豆
（乾）、ロースハム、さいの
目チーズ、ちりめんじゃこ、
こんぶ（だし用）、カットわ
かめ

人参、胡瓜、みつば

ぽたぽたやき

たいやき
ぎゅうにゅう

ぎゅうちゃんごはん
オクラのばいにくあえ
みそしる（あつあげ）

〈1～2さいじ〉
わふうラスク

〈3～5さいじ〉
ミルクパン

ぎゅうにゅう

3～5さいじ
バスえんそく

おにぎりべんとう

ラーメン
かぼちゃのふくめに

くだもの

3時おやつ
材         料        名(○は午後おやつ)

やきにくふういためもの
ほうれんそうのナムル

みそしる（なす）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、○北海道ミルク
パン、油、ゴマ油、○食パン
（8枚切り）、○砂糖、○
マーガリン

○牛乳、牛肉、納豆、米みそ
（淡色辛みそ）、うす揚、い
りごま、○いりごま、○あお
のり

ほうれん草、きゃべつ、もや
し、なす、人参、玉葱、ピー
マン、竹の子（ゆで）、青葱

4さいじ
しょくいくかつどう

えんどうまめのかわむき

せんべい

社会福祉法人　路交館　　　幼保連携型認定こども園　聖愛園　・　あすなろ　　　つくしクラブ　　　地域子育てセンター　　　児童発達支援

サーモンムニエル
コロコロマリネ

みそしる（とうふ）
まめごはん

半つき米、チルドポテト、○
砂糖、小麦粉、○ねりごま、
フレンチドレッシング（分離
型）、マーガリン

冷凍骨なし鮭、○牛乳、ソフト
木綿、米みそ（淡色辛みそ）、
さいの目8ｍｍチーズ、○返り
ちりめん、○アガー、こんぶ
（だし用）

えんどう豆（鞘）、トマト
＊、胡瓜、ｽｲｰﾄｺｰﾝﾎｰﾙ缶、な
めこ、人参、青葱 ぽたぽたやき

ごまミルクプリン
カムカム
むぎちゃ

日付 ひるごはん

○牛乳、鶏モモ肉、納豆、厚
揚げ（四角）、米みそ（淡色
辛みそ）、うす揚、ちりめん
じゃこ、カットわかめ

○いちご、胡瓜、えのき茸、
人参、れんこん、ごぼう、い
んげん　（冷）、干し椎茸 ぽたぽたやき

かんぱん
くだもの

ぎゅうにゅう

10時おやつ

ゆで中華めん、○小麦粉、○
マーガリン、○砂糖、砂糖、
ゆでうどん

○牛乳、豚モモ肉、ゆで卵、
○卵、かまぼこ赤奴、○きな
粉

栗かぼちゃ、きゃべつ、玉
葱、もやし、いちご、人参、
青葱、土生姜 ビスケット

きなこクッキー
ぎゅうにゅう

かしわのカレーやき
スパゲティーサラダ
みそしる（えのき）

ななぶつきまい（なっとう）

ひなんくんれん

プルコギごはん
きりぼしだいこんのナムル

スープ（オクラ）

半つき米、ゴマ油、砂糖 ○牛乳、牛肉、ロースハム、
○あたりめ、もみのり

刻みオクラ、胡瓜、舞茸、人
参、もやし、にら、ｻｻｶﾞｷｺﾞ
ﾎﾞｳ（冷）、切り干しだいこ
ん

せんべい

カムカムおやつ
ハッピーターン

リッツ
ぎゅうにゅう

ちくぜんに
きゅうりもみ

みそしる（えのき）
ななぶつきまい（なっとう）

七分つき米、○カンパン、糸
こんにゃく、砂糖

さけごはん
こうやどうふのゆうぜんだき

みそしる（ふ）

半つき米、砂糖、おつゆ麩 ○牛乳、うす揚、鮭フレー
ク、米みそ（淡色辛みそ）、
高野豆腐、いりごま

○みかん缶、人参、みつば、
いんげん　（冷）、干し椎茸 かんフルーツ

おかし
ぎゅうにゅう

七分つき米、スパゲティー、
○砂糖、マヨネーズ、片栗
粉、砂糖

○牛乳、鶏モモ肉、納豆、米み
そ（淡色辛みそ）、ロースハ
ム、○あずき（乾）、○あたり
め、卵(黄)、○かんてん
（粉）、カットわかめ

トマト＊、玉葱、えのき茸、
胡瓜、きゃべつ、青葱

ビスケット
みずようかん

カムカム
ぎゅうにゅう

0さいじ
しょくいくかつどう
きりぼしだいこんを

さわろう

フライドポテト
ぎゅうにゅう

七分つき米、糸こんにゃく、
砂糖、油

○牛乳、厚揚げ（四角）、牛
肉、米みそ（淡色辛みそ）、
かつお節、カットわかめ

刻みオクラ、ｻｻｶﾞｷｺﾞﾎﾞｳ
（冷）、人参、みつば、青
葱、梅ペースト


