
2023年

日 曜

にんじん・こまつな・れん
こん・たまねぎ・えのき・
青ねぎ・スナップえんどう

かつお昆布だし・食塩・
清酒・ごま油・濃口しょ
うゆ

牛乳・鶏ひき肉・鶏卵・
しらす干し・木綿豆腐・
わかめ・かまぼこ・ｸﾘｰﾑ
ﾁｰｽﾞ

せんべい・精白米・いり
ごま・片栗粉・三温糖・
植物油・ﾊﾞﾀｰ・ホット
ケーキミックス清汁 チーズケーキ

オレンジ

12 金

じゃこと菜っ葉のごはん 牛乳（未満児）
豆腐のふんわり揚げ せんべい7g（未満児）
スナップえんどう りんごジュース

たまねぎ・にんじん・冷凍
ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・切干だいこん・
きゅうり

鳥がらだし・ﾛｰﾘｴ・食
塩・煮干しだし・みり
ん・濃口しょうゆ・食塩
（塩もみ用）・米みそ

チキンクリームシチュー せんべい7g（未満児）
切干し大根のみそﾏﾖﾈｰｽﾞ和え スキムミルク

黒糖豆乳ゼリー

17 
・ 
31

水

パン 牛乳（未満児） 牛乳・鶏肉・脱脂粉乳・
粉寒天・豆乳・きな粉

せんべい・ﾊﾟﾝ・じゃがい
も・植物油・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・小
麦粉・ﾏﾖﾈｰｽﾞ・すりご
ま・黒砂糖・三温糖

ｵﾚﾝｼﾞ・ﾊﾟｾﾘ・ﾄﾏﾄ・ｷｬﾍﾞﾂ・
たまねぎ・にんじん・青ね
ぎ・ﾋﾟｰﾏﾝ

食塩・白ﾜｲﾝ・煮干しだ
し・米みそ・麦みそ・ｺﾝｿ
ﾒ・ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ・ｳｽﾀｰｿｰｽ

魚の新緑揚げ オレンジ50g(未満児)
トマト(32g) スキムミルク
季節の具だくさんみそ汁 ナポリタン(おやつ)

16 
・ 
30

火

麦ごはん 牛乳（未満児） 牛乳・白身魚・鶏卵・厚
揚げ・脱脂粉乳・ﾍﾞｰｺﾝ

精白米・押麦・小麦粉・
揚げ油・ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ・植物油

ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・にんじん・たま
ねぎ・ゆでたけのこ・こま
つな・ﾒﾛﾝ・ﾊﾞﾅﾅ・ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟ
ﾙ缶・みかん缶

食塩・清酒・濃口しょう
ゆ・白ﾜｲﾝ・鳥がらだしローストチキン ウエハース7g(未満児)

にんじんのグラッセ ラッシー（牛乳）
中華スープ フルーツミルクかん

15 
・ 
29

月

ピースごはん 牛乳（未満児） 牛乳・鶏もも・ﾛｰｽﾊﾑ・鶏
卵・ﾄﾞﾘﾝｸﾖｰｸﾞﾙﾄ・粉寒天

ｳｴﾊｰｽ・精白米・押麦・植
物油・ﾊﾞﾀｰ・三温糖

たまねぎ・にんじん・青ね
ぎ・ﾊﾞﾅﾅ

濃口しょうゆ・かつお昆
布だし・食塩・みりんバナナ(75g) せんべい7g（未満児）

牛乳
クラッカー(10g)

13 
・ 
27

土

肉うどん 牛乳（未満児） 牛乳・牛肉・鶏卵 せんべい・干しうどん・
植物油・三温糖・ｸﾗｯｶｰ

みかん缶・たまねぎ・にん
じん・さやいんげん・ﾎｰﾙｺｰ
ﾝ缶・干しぶどう・黄ﾋﾟｰﾏﾝ

食塩・ｶﾚｰ粉・ﾄﾏﾄｹﾁｬｯ
ﾌﾟ・濃口しょうゆ・鳥が
らだし・食酢・ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟ
ｳﾀﾞｰ・米みそ

にんじんのコールスロー風 みかん(缶)(未満児)
スキムミルク
みそ万十 26 金

カレーライス 牛乳（未満児） 牛乳・牛肉・脱脂粉乳 精白米・押麦・じゃがい
も・植物油・ｶﾚｰﾙｳ・三温
糖・小麦粉・三温糖・甘
納豆(あずき)

ﾒﾛﾝ・しょうが・たまねぎ・
ﾄﾏﾄ缶・ｷｬﾍﾞﾂ・にんじん・
ﾊﾟｾﾘ・みかんｼﾞｭｰｽ・みかん
缶

食塩・濃口しょうゆ・ｶﾞｰ
ﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ・鳥がらだし魚のトマトソース焼き メロン60g(未満児)

キャベツとベーコンのスープ 豆乳
オレンジゼリー
クラッカー(15g)

11 
・ 
25

木

パン 牛乳（未満児） 牛乳・魚・ﾍﾞｰｺﾝ・調整豆
乳・粉寒天

ﾊﾟﾝ・植物油・三温糖・ｸ
ﾗｯｶｰ

たまねぎ・青ねぎ・にんじ
ん・乾しいたけ・冷凍ｸﾞﾘﾝ
ﾋﾟｰｽ・えのきたけ・ﾚﾓﾝ果汁

煮干しだし・食塩・濃口
しょうゆ・清酒・かつお
だし・食塩（塩もみ
用）・食酢・ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳ
ﾀﾞｰ・重曹・ﾊﾞﾆﾗｴｯｾﾝｽ

清汁（白玉ふ・たまねぎ） せんべい7g（未満児）
高野豆腐と野菜の含め煮 スキムミルク

バスブーサ

10 
・ 
24

水

麦ごはん 牛乳（未満児） 牛乳・鶏肉・高野豆腐・
脱脂粉乳・鶏卵・ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰ
ｸﾞﾙﾄ

せんべい・精白米・押
麦・白玉ふ・植物油・三
温糖・小麦粉・ｸﾞﾗﾆｭｰ
糖・無塩ﾊﾞﾀｰ

りんご・ゆでたけのこ・た
まねぎ・しめじ・ｸﾞﾘｰﾝｱｽﾊﾟ
ﾗｶﾞｽ・にんじん・にんに
く・しょうが・えのきた
け・干しぶどう

赤色辛みそ・清酒・濃口
しょうゆ・中華ｽｰﾌﾟの
素・かつお昆布だし・食
塩

豚肉と春野菜の赤みそ炒め りんご40g(未満児)
清汁（豆腐） スキムミルク

レーズンスコーン

9 
・ 
23

火

麦ごはん 牛乳（未満児） 牛乳・豚肉・木綿豆腐・
塩わかめ・脱脂粉乳・鶏
卵

精白米・押麦・植物油・
三温糖・片栗粉・ごま
油・ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ・無塩ﾊﾞ
ﾀｰ

たまねぎ・ﾚﾀｽ・にんじん・
ﾊﾟｾﾘ・そらまめ（さや入
り）

ﾅﾂﾒｸﾞ・米みそ・鳥がらだ
し・食塩・ﾋﾟｭｱｺｺｱ豆腐のハンバーグ ウエハース7g(未満児)

レタス(12g) 豆乳ココア
ポテトミルクスープ そらまめ

せんべい

8 
・ 
22

月

麦ごはん 牛乳（未満児） 牛乳・牛ひき肉・鶏卵・
木綿豆腐・脱脂粉乳・豆
乳

ｳｴﾊｰｽ・精白米・押麦・植
物油・ﾊﾟﾝ粉・ごま油・
じゃがいも・ﾊﾞﾀｰ・片栗
粉・三温糖・せんべい

たまねぎ・ｷｬﾍﾞﾂ・もやし・
にんじん・乾しいたけ・青
ねぎ・しょうが

食塩・ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ・濃
口しょうゆ・清酒・中華
ｽｰﾌﾟの素・鳥がらだし

ヨーグルト（固形） チーズ10g(未満児)
牛乳
ビスケット

6 
・ 
20

土

チャンポン 牛乳（未満児） 牛乳・ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ・豚肉・
かまぼこ・加糖ﾖｰｸﾞﾙﾄ

中華めん・ごま油・ﾋﾞｽｹｯ
ﾄ

ﾊﾞﾅﾅ・糸こんにゃく・にん
じん・さやいんげん・ゆで
たけのこ・えのきたけ

煮干しだし・みりん・濃
口しょうゆ・かつお昆布
だし・食塩・清酒

うま煮 バナナ75g(未満児)
若竹汁（えのきたけ入り） スキムミルク

ツナごはん（おやつ）

2 
・ 
19

火

金

麦ごはん 牛乳（未満児） 牛乳・鶏肉・厚揚げ・塩
わかめ・脱脂粉乳・まぐ
ろ油漬缶

精白米・押麦・じゃがい
も・植物油・三温糖

ｵﾚﾝｼﾞ・しょうが・にんに
く・たまねぎ・ﾄﾏﾄ・ｴﾘﾝ
ｷﾞ・ｸﾞﾘｰﾝｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ・こまつ
な・ﾎｰﾙｺｰﾝ缶・にんじん

食塩・白ﾜｲﾝ・鳥がらだ
し・濃口しょうゆ・ﾍﾞｰｷﾝ
ｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ

いろいろ野菜と魚のｵｰﾌﾞﾝ焼き オレンジ50g(未満児)
青菜のスープ 豆乳

ベジタクッキー

1 
・ 
18

月

木

麦ごはん 牛乳（未満児） 牛乳・白身魚・粉ﾁｰｽﾞ・
鶏肉・調整豆乳・鶏卵

精白米・押麦・ｵﾘｰﾌﾞ油・
じゃがいも・小麦粉・三
温糖・ﾊﾞﾀｰ

5月　給食献立表 香住ケ丘保育園
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