
　　平　成  26　年
数字は幼児の標準・グラム(乳児は幼児の70％）

     　           目標：元気にモリモリ食べましょう。
西京極保育園　　311-2516

月 12 26 火 13 27 水 14 28 木 1 15 29 金 2 16 30 土 17
ごはん ごはん ごはん 小豆ごはん（１・１５日のみ） ごはん 豚丼

五分つき 60 五分つき 60 五分つき 60 五分つき 60 五分つき 65

小豆 　　　塩 豚肉 20

豚肉と 生節の煮付け 回鍋肉 いさきの 玉葱 25

　　ひじきのさっぱり煮 生節 30 豚肉 20 鶏じゃが 味噌ソース焼き 人参 5

豚肉 25 焼き豆腐 20 キャベツ 15 鶏肉 25 いさき 40 ねぎ 1

ひじき 2.5 土生姜 玉葱 20 じゃが芋 35 味噌 もみのり

玉葱 10 三温糖　　醤油 ピーマン 5 玉葱 8 三温糖　　みりん　　 三温糖　　醤油

三度豆 3 みりん　 　酒 赤味噌　　醤油 人参 5 酒 みりん　 　酒

三温糖　　醤油 三温糖　　ごま油 こんにゃく 5

みりん　 　酒 もやしと スープの素 えんどう豆 4 おからサラダ キャベツのすまし
酢  オクラの炒め物 三温糖　　醤油 おから 25 キャベツ 15

もやし 30 ビーフンの甘酢 みりん　 　酒 胡瓜 10 醤油　　塩　　みりん

シャキシャキ和え オクラ 10 ビーフン 3 ハム 5 昆布　　　かつお

じゃが芋 15 玉葱 10 卵 3 チンゲン菜の和え物 コーン 3

アスパラ 10 人参 5 人参 4 チンゲン菜 45 三度豆 3

人参 5 パプリカ 5 スナップえんどう4 えのき 4 ヨーグルト

三温糖　　醤油 醤油　  　みりん 干ししいたけ 1 油揚げ 4 三温糖　　酢　　油

みりん　 　酒 酒　　 　　油 三温糖　　醤油 三温糖　　醤油 醤油　　マヨネーズ 　　お弁当の日
みりん　 　酒　 　酢 みりん　 　酒 　　２２（木）・３１（土）

小松菜の味噌汁 うどのすまし レタスのスープ 　はなぐみのみ：ふのすまし

小松菜 15 うど 15 アスパラと ごぼうの味噌汁 レタス 7 　２２日おやつ ： フルーツ

なめこ 8 わかめ 1 　トマトのスープ ごぼう 8 人参 5   　 ヨーグルト

味噌 醤油　 塩　 みりん アスパラ 8 もやし 8 まいたけ 5  　　　 　　 お菓子

昆布　　　かつお 昆布　　　かつお トマト 8 味噌 鶏がら　 　３１日おやつ：はちみつ

鶏がら　　 昆布　　　かつお 醤油　  　みりん 　　スティック

醤油　  　みりん 酒　　スープの素 　牛乳

酒　　スープの素

☆果物 ☆お好み焼き ☆チーズじゃがもち ☆手作りパン・ジャム（1日） ☆鶏そぼろおにぎり ☆はちみつスティック

小麦粉　　卵　　豚挽肉　　 じゃが芋　　チーズ　　片栗粉 強力粉　イースト　三温糖　塩 五分つき　　鶏挽肉　　 食パン　　はちみつ

☆チーズ キャベツ　　ねぎ　　長芋 油　苺　レモン　グラニュー糖 土生姜　　三温糖　　醤油

桜えび　　かつお　　塩　　 ☆パンプディング（15・29日） みりん　　酒

☆お菓子 ケチャップ　　ソース 食パン　　卵　　三温糖

牛乳　　レーズン

☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳
月 19 火 20 水 7 21 　 木 8 金 9 23 土 10 24
ごはん 鯵と大葉の混ぜごはん ハヤシライス ごはん ごはん ミートスパゲティ

五分つき 60 五分つき 60 五分つき 65 五分つき 60 五分つき 60 スパゲティ 60

鯵 15 豚肉 20 豚挽肉 15

鶏肉の変わり和風焼き 大葉 玉葱 40 鯖の竜田揚げ えんどう豆と 玉葱 15

鶏肉 70 みょうが じゃが芋 25 鯖 40 　ベーコンのカレー煮 人参 5
ごま ごま マッシュルーム５ 醤油　　みりん ベーコン 8 えんどう豆 6
ケチャップ　　醤油 醤油　みりん　酒 セロリ 6 酒　　 　片栗粉 じゃが芋 25 ホールトマト

みりん　 　酒 りんご 2 油 さつま芋 15 ケチャップ

肉豆腐 土生姜 南瓜 15 ブイヨン

小松菜の煮物 豚肉 25 ホールトマト キャベツの酢味噌和え えんどう豆 8 油

小松菜 豆腐 35 小麦粉 キャベツ 45 人参 5

人参 人参 6 はちみつ アスパラ 5 レーズン 2 わかめのスープ
油揚げ こんにゃく 3 鶏がら　　バター 人参 5 カレー粉 わかめ 1

三温糖　　醤油 三度豆 3 スープの素　　塩 白味噌　　三温糖 醤油　　酒　　みりん

みりん　 　酒 三温糖　　醤油 ブイヨン　　醤油 醤油　　　みりん 玉葱の土佐和え スープの素

みりん　 　酒 ケチャップ 酒　　　　　酢 新玉葱 30

まめまめ味噌汁 ウスターソース 小松菜 20

じゃが芋 15 春野菜の梅和え むらくも汁 コーン 5

こんにゃく 8 春キャベツ 40 醤油フレンチ 卵 8 花かつお

えんどう豆 4 新玉葱 15 キャベツ 45 長芋 7 醤油  　みりん　 酒　 　　いちごジャム作り
三度豆 4 梅干し　醤油　酒 人参 5 チンゲン菜 7 　　　 　　パン・牛乳の　１日（木）
白いんげん豆 4 三温糖　　みりん　 胡瓜 4 醤油　　塩 ワンタンスープ
味噌 三温糖　 　酢 昆布　　　かつお ワンタン 8

昆布　　　かつお 南瓜の味噌汁 醤油 　　油 片栗粉 ニラ 5

南瓜 20 鶏がら　　

とろろ昆布 1 醤油　  　みりん

味噌 酒　　スープの素

昆布　　　かつお

☆マーブルケーキ ☆柏餅 ☆果物 ☆フルーツヨーグルト ☆きな粉団子 ☆お菓子
小麦粉　　三温糖　　卵 白玉粉　　小麦粉　　小豆 ヨーグルト　　果物 白玉粉　　上新粉　　

ベーキングパウダー 三温糖　　きざら　　 ☆チーズ 三温糖 三温糖　　きな粉　　塩

牛乳　　油　　ココア　 柏の葉

☆お菓子

☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆お菓子 ☆牛乳 ☆牛乳
※30日（金）はセレクトおやつです。鶏そぼろおにぎりと梅おにぎり（五分つき・梅干し）から好きな方を選びます。

※万が一、食材が入手困難な場合、献立の一部を変更することがありますがご了承ください。

5月　　給　食　献　立　表　　

五分つき 　 もち米
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木々り緑も色渡く71,U)､風が爽ヤかな告辞Lてなりれ行｡

用しこしまゴ←ルデゝ功一クで細見勿務轍があ,)､啄確で公称する健全も

琴い拙壬互いでしょうか?通こ"しやすレ順確ですqTt一度オLて戯評トし告みん.rJTt･

お卵を射巌も楽レttTlすね･紺色鮎軒畑きな人-鰭なタ､たくさん1,jtEj

食べ摘ますね.I

毎弼i勘こ加えて､軸外梓い､時間に借て千さる僻轟け細工即瑚乳

を射ていつもあり締りご恥ます｡与墜遷しエヒ雄二プニコして食べたり､笑顔Tt･
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芳命削牛りフて柑T{tlb＼色てと考えてしまって作るりがめんtttかHdと,鞄フて
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時間矩締してもなLj3す桓!,.

田して肉や鬼､して舟丁込んて1.
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奮如H,/ん･れ甥か卦旗&/プ

撃墜きりタレ･率管と桝ん
薙ぎ肉｡タレ

ejtc､･･.

旬がおし半灘息
衝魂涌くてお…､Tll頼
むtl久ライ礼て食巾も臥しし･Ttlg蛸綿酢､ば

5,ヒ桑し綴れおと一柳薄物てして食べ称

ちt,晒っぱLt7tl頼ポン酢纏頼E)､歓ズt

Tばてtt和えても鉛､ LL･ですね.

年増才や肉U､や示t相打て大鵬と背離lj.

やわ如＼くて､甘い隼エがソになり､虹,持j

食J<細ると掩います,

巨縛-や電子レン兆使

'ユ棚鞠おLtL,い蜜豆はトス打て縛i

伸て凍農相gl;くOL･弾バヒ中身が
｣ノ′

蒸レ薙ぎ細て斬正し(tlwL

蚤はY,ウ坊こ沌亀子レンジ､て甥イ摺りまま､
上下ちガザ17が朝と束如く条し上州ます

甘くておいしLtTtlすよ/

与的の挙⑳
こ｡閣･移餅のおやヮり呼亡.告の葉,ぱしか疎

壷!てtV肇飾寮っ【まQt壬か相打吋〟とい鳩に

瑚∴柏餅エrWg<唱やっTtl放るかな?lヒ鬼婆がま

うt-､肇り薯っばoLまもうす<l御｣と鮒'手鞠､耳を

如有る毎も蓬,てすItlL.t1-と馬いれた｡

軌見相即屋や､碑食を句前rこlま旬ウ食べ､物質臭

が粘,てあ.)揮.子蹄連結本義によ'見ていま卯こ.,
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