
　　平　成  2７　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 火   12　　26 水   13     27 木   14     28 金 1 15 29 土    2     16
ごはん ごはん ハヤシライス ごはん 小豆ごはん 豚丼

五分つき 五分つき 60 五分つき 65 五分つき 60  　（１日・１５日のみ） 五分つき 65

豚肉 20 豚肉 20

じゃが芋のそぼろ煮 生節の煮付け 玉葱 40 いさきの 小豆 　　　塩 玉葱 25

鶏挽肉 12 生節 30 じゃが芋 25 味噌ソース焼き 人参 5

じゃが芋 60 焼き豆腐 20 マッシュルーム 5 いさき 40 肉豆腐 ねぎ 1

玉葱 15 土生姜 セロリ 6 手づくり味噌 豚肉 25 もみのり

パプリカ 4 三温糖　　醤油 りんご 2 三温糖　　みりん　　 豆腐 35 三温糖　　醤油

三つ葉 3 みりん　 　酒 土生姜 酒 人参 6 みりん　 　酒

三温糖　　醤油 ホールトマト こんにゃく 5

みりん　 　酒 こんにゃくのきんぴら 小麦粉 そら豆大根煮 三度豆 4 ふのすまし
こんにゃく 35 はちみつ そら豆 10 三温糖　　醤油 ふ 2

桜えびと 玉葱 15 鶏がら　　バター 切干大根 6 みりん　 　酒 醤油　　塩　　みりん

　キャベツのお浸し ごぼう 6 スープの素　　塩 人参 5 昆布　　　かつお

桜えび 0.6 人参 5 ブイヨン　　醤油 油揚げ 4 もやしの和え物
春キャベツ 45 スナップえんどう 5 ケチャップ 三温糖　　醤油 もやし 35

人参 5 三温糖　　醤油 ウスターソース みりん　 　酒 チンゲン菜 10

三温糖　　醤油 みりん　 　酒 えのき 4

みりん　 　酒 油 うどのサラダ むらくも汁 三温糖　　醤油 　　お弁当の日
キャベツ 45 卵 8 みりん　 　酒 　　２1（木）・３0（土）

しめじの味噌汁 レタスと うど 15 長芋 7 　はなぐみのみ：ふのすまし

しめじ 8 　　　アスパラのスープ 人参 5 チンゲン菜 7 ごぼうの味噌汁 　２1日おやつ ： フルーツ

オクラ 5 レタス 10 三温糖　 　酢 醤油　　塩 ごぼう 8   　 ヨーグルト

味噌 アスパラ 8 塩 　　油 昆布　　　かつお アスパラ 8  　　　 　　 お菓子

昆布　　　かつお 鶏がら　　 片栗粉 味噌

醤油　  　みりん 昆布　　　かつお 　３0日おやつ：お菓子

酒　　スープの素   牛乳

☆きな粉の ☆ひじきおにぎり ☆果物 ☆おもちピザ ☆手作りパン・ジャム（1日） ☆お菓子
パウンドケーキ 五分つき　　ひじき　　 もち　　チーズ 強力粉　イースト　三温糖　塩

小麦粉　　きな粉　　三温糖 醤油　　みりん　　酒 ☆チーズ ケチャップ　　パセリ 油　苺　レモン　グラニュー糖

ベーキングパウダー 乳児はもちの代わりに ☆クリームサンド（15・29日）

豆乳　　レモン ☆お菓子 白玉粉　　上新粉　　豆腐 食パン　　卵　　三温糖

　　　　　　　　を使用します。 牛乳　　コーンスターチ

☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳
月 火 水 木 金 8 22 土 9 23
ごはん ごはん ごま塩ごはん ごはん ごはん かき玉ラーメン

五分つき 60 五分つき 60 五分つき 60 五分つき 60 五分つき 60 中華生麺 90

黒ごま　　塩 鶏肉 15

回鍋肉 鶏肉の変わり和風焼き 鯵の蒲焼き えんどう豆と 卵 15

豚肉 20 鶏肉 70 えんどう豆入りコロッケ 鯵 40 　ベーコンのカレー煮 玉葱 15

キャベツ 15 ごま 豚挽肉 15 小麦粉 ベーコン 8 ねぎ 2

玉葱 20 ケチャップ　　醤油 じゃが芋 40 三温糖　　醤油 じゃが芋 25 スープの素

ピーマン 5 みりん　 　酒 玉葱 15 みりん　 　酒 さつま芋 15 ブイヨン

赤味噌　　醤油 人参 4 南瓜 15 醤油　　塩　　酒

三温糖　　ごま油 豆豆サラダ えんどう豆 4 チンゲン菜の煮物 えんどう豆 8 みりん　　片栗粉

スープの素 じゃが芋 30 塩 チンゲン菜 45 人参 5

大豆 5 小麦粉 人参 5 レーズン 2 春キャベツの炒め物
うどんサラダ スナップえんどう 5 パン粉 油揚げ 4 カレー粉 春キャベツ 35

うどん 8 人参 5 油 三温糖　　醤油 人参 5

もやし 15 マヨネーズ　　塩 みりん　 　酒 玉葱の土佐和え 三温糖　　醤油

油揚げ 5 フレンチサラダ 新玉葱 30 みりん　 　酒

人参 5 小松菜のスープ キャベツ 45 五目汁 小松菜 20 油

三つ葉 2 小松菜 15 胡瓜 5 キャベツ 10 コーン 5

醤油　  　みりん しめじ 6 三温糖　 　酢 玉葱 10 花かつお

酒  油　　酢　　 コーン 4 塩 　　油 ごぼう 4 醤油  　みりん　 酒　 

鶏がら　　 こんにゃく 4 　　いちごジャム作り
南瓜のスープ 醤油　  　みりん わかめの味噌汁 ねぎ 2 もやしの味噌汁 　　　 　　パン・牛乳の　１日（金）

南瓜 25 酒　　スープの素 わかめ 2 味噌 もやし 10

ねぎ 2 味噌 昆布　　　かつお ニラ 5

鶏がら　　 昆布　　　かつお 味噌

醤油　  　みりん 昆布　　　かつお

酒　　スープの素

☆柏餅 ☆マーマレード ☆果物 ☆フルーツヨーグルト ☆みたらし団子 ☆ゆかりおにぎり
白玉粉　　小麦粉　　小豆 蒸しパン ヨーグルト　　果物 白玉粉　　上新粉　　豆腐 五分つき　　ゆかり

三温糖　　きざら　　塩　　 小麦粉　　三温糖 ☆チーズ 三温糖 三温糖　　醤油　　片栗粉

柏の葉 ベーキングパウダー

オレンジマーマレード ☆お菓子

☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆お菓子 ☆牛乳 ☆牛乳
※14日（木）はセレクトおやつです。おもちピザとインドサモサ（じゃが芋・ツナ・玉葱・ギョーザの皮・カレー粉・塩）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。
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5月　　給　食　献　立　表　　

五分つき 　 もち米
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