
　　  給食目標：ただしい食べ方をしましょう。

　　  内　　　容：ただしい姿勢で落ち着いて、良く噛んで食べる。

　　　　　　　　　：主食とおかずを交互に食べる。

　　　　　　　　　：食事中大声で話したり、トイレに立ったりしない。

　  　※    ８日（金）お花見給食です。

　  　※  １３日（水）誕生日会です。

おやつ(午前) 主食　他

お茶 ごはん ごはん、すいとん入り吉野汁、千草焼き 牛乳

ビスケット なすとピーマンの炒め物、うるいのお浸し、いちご リングドーナツ☆

お茶 ごはん チキンカレー、ツナサラダ 牛乳・おせんべい

ビスケット ブロッコリー、福神漬け、くだもの ブルーベリーサンド

豆乳 ごはん ごはん、えびそうめん、とり肉の香味焼き 牛乳

クラッカー アスパラガスのおかか和え、かぼちゃの含め煮、パイナップル さくらのケーキ☆

お茶 ふりかけごはん おにぎり、とり肉のから揚げ、ボイルウィンナー、アンパンマンポテト 牛乳

ビスケット すまし汁 カレー焼きそば、ブロッコリー、ゼリー、ぶどう かしわ餅

お茶 びごはん みそ汁、とり肉のごま焼き 牛乳・おせんべい

ビスケット スパゲティサラダ、ブロッコリー、くだもの ジャムサンド

お茶 ごはん ごはん、豚汁、天ぷら（笹かま・たらの芽） 牛乳

ビスケット ほうれん草ごま和え、かぼちゃミルク煮、ぶどう きなこ蒸しパン☆

お茶 ごはん ごはん、かき玉汁、鯖の野菜ジュース煮 牛乳おせんべい

ビスケット りんごとコーンのサラダ、三色お浸し、パイナップル クッキーパン

お茶 こいのぼり巻き、わかめスープ、とり肉のレモンソース和え、ブロッコリー、ミニトマト 牛乳

クラッカー ふき炒め煮、たらの芽の酢のもの、ヨーグルトサラダ、いちご ロールケーキ

豆乳 ごはん ごはん、みそ汁、きのこのハンバーグ 牛乳・おせんべい

クラッカー 磯スパゲティ、スナップエンドウ、オレンジ あんぱん

お茶 ごはん ごはん、うるいのみそ汁、卵焼きの納豆和え 牛乳

ビスケット ブロッコリーのカレー和え、ポテトみそ炒め、りんご アイスボックスクッキー☆

お茶 ごはん ポークカレー、わかめのサラダ 牛乳・おせんべい

ビスケット ブロッコリー、福神漬け、くだもの ホイップクリームサンド

お茶 ごはん ごはん、豆乳シチュウ、うずら卵のベーコン巻き、オクラ 牛乳

クラッカー ブロッコリーのごま和え、ミニトマト、いちご ほうれん草の蒸しパン☆

お茶 ごはん ごはん、かき玉みそ汁、鮭のチーズ焼き 牛乳・おせんべい

ビスケット 元気きんぴら、ポテトサラダ、オレンジ カフェオレパン

お茶 かみかみごはん かみかみごはん、みそ汁、豚肉の野菜巻きカツ 牛乳

クラッカー 焼きそば、ブロッコリー、ミニトマト、ぶどう 豆腐ケーキ☆

豆乳 ごはん ごはん、うどん、新じゃがの炒め煮 牛乳・おせんべい

おせんべい ごぼう唐揚げ、ほうれん草納豆和え、いちご ピザパン

牛乳 ごはん ごはん、五目みそ汁、はんぺん卵 クラッカー

ビスケット ポパイサラダ、うるいとじゃこの炒めもの、りんご ヨーグルト

お茶 ごはん なめこ汁、とり肉のカレー揚げ 牛乳・おせんべい

クラッカー スパゲティケチャップ、ブロッコリー、くだもの ブルーベリーサンド

お茶 ごはん ごはん、豆まめキーマカレー、トマトときゅうりの酢の物 牛乳

クラッカー ふきの炒め物、福神漬け、オレンジ いちごクッキー☆

お茶 ごはん ごはん、ワンタンスープ、ししゃもの天ぷら 牛乳・おせんべい

ビスケット 鮭の天ぷら 小松菜の納豆和え、フルーツキントン、メロン チョコレートサンド

牛乳 夕焼けピラフ 夕焼けピラフ、きのこのスープ、豆腐のふんわり揚げ お茶

おせんべい 大豆と昆布の煮物、スナップエンドウ、りんご みそ餅☆

豆乳 ごはん ごはん、みそ汁、おからハンバーグ 牛乳・おせんべい

クラッカー インディアンサラダ、アスパラガス、オレンジ ホイップクリームサンド

お茶 ごはん ごはん、ラーメン、えびと卵の炒め物、そら豆 牛乳

ビスケット うどん 豚肉とれんこんのきんぴら、ミニトマト、メロン キャロットケーキ☆

お茶 ごはん みそ汁、とり肉の唐揚げ 牛乳・おせんべい

ビスケット 和風サラダ、ブロッコリー、くだもの ジャムサンド

◎ 5月の平均栄養価は次のとおりです。

           給   食   だ   よ   り 令和 ２ 年 ５月

久 慈 保 育 園

　　　　給 　 食 　 献　  立　  表　
☆印は、手作りおやつです。

日付 曜日
未満児の献立 全　　　　　　　児　　　　　　の　　　　　　　献　　　　　　　立

主　食　と　副　食 おやつ(午後）

1 金

2 土

7 木

8 金

9 土

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金

16 土

18 月

19 火

20 水

21 木

22 金

23 土

25 月

26 火

27 水

28 木

３歳以上児　　：　　エネルギー　(584kcal)　　・たんぱく質　（21.3g）　　・脂質　（16.9g）　　・カルシウム　（321㎎）　・食塩（1.9g）
３歳未満児　　：　　エネルギー　(535kcal)　　・たんぱく質　（18.2g）　　・脂質　（16.6g）　　・カルシウム　（274㎎）　・食塩（1.6g）

29 金

30 土

旬の野菜がたくさん出まわり美
味しい時期です。
給食でも旬の食材を献立に取り
入れたくさん味わいたいと思い
ます。



▽ 今月の新メニューを紹介します ▽ 
 

◎ 新じゃがの炒め煮   5/２１（木）給食にでます！！ 

 

《 材料４人分 》             《 作り方 》 

・じゃがいも  １４０ｇ          ①、じゃがいも、人参は一口大に切る。玉ねぎは薄切りにする。 

・豚ひき肉    ４８ｇ          ②、鍋に油を入れ、人参、玉ねぎ、ひき肉を炒める。 

・玉ねぎ     ４０ｇ           ③、じゃがいもを加えてさらに炒める。 

・人参      ２０ｇ             全体的に火が通ったら調味料で味を整える。 

・枝豆      ４０ｇ           ④、水とき片栗粉でトロミをつけて出来上がり。 

◎調味料 

（  ・砂糖   ８ｇ     ・醤油   １６ｇ     ・片栗粉   ２ｇ  ） 

 

               

 

☆ お花見給食 ☆ 
５月８日（金）は、お釈迦様の誕生を甘茶をかけてお祝いする仏参行事があります。（花まつり） 

保育園では、花まつりに合わせてお花見給食にしています。 

桜の木の下にシートを広げ、給食室で作ったお弁当を食べます。 

桜の花が残っていてくれたらいいなぁ・・・晴れるといいなぁ・・ 

天気が良く外で食べるお弁当は一層美味しいと思います。 

 

☆おかずを上手に詰めるポイント☆ 

◎バランや仕切り紙を上手に使ってみましょう。 

    ◎紙コップをお弁当箱の高さに合わせてカットし、容器として使うと言う方法もあります！ 

◎ケチャップやマヨネーズなどのソース類は、あらかじめおかずの下に敷くと蓋に付くことがありません！ 

◎ピックを使っておかずをまとめて刺しておくと、見た目も良く食べやすそう。 

 

 

旬の食材 

さやえんどう     … みそ汁       かぶ      … スープ 

アスパラ       … 塩茹で       ふき      … 子女子の炒め煮 

スナップエンドウ   … 塩茹で       そら豆     … 塩茹で 

たらの芽       … 天ぷら、酢の物 

うるい        … お浸し、じゃこの炒め煮 

たけのこ       … たけのこの炒め煮 

キャベツ       … キャベツのごま和え 

菜の花        … 菜の花とハムの和え物 

わかめ        … 若布のサラダ、スープ、磯スパゲティー 

 

保育園の５月の給食にも旬の食材を取り入れています！様々な調理方法があります。 

ぜひ試してみてください！ 


