
2016年05月 献    　  立      　表 ひまわり保育園
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 調味料

02 583.8(474.2)

月 21.3(17.6)

16.5(14.2)

3.2(2.4)

06 563.6(460.1)

金 19.4(16.3)

15.4(13.5)

2.1(1.6)

09 573.8(467.2)

月 19.5(16.4)

13.2(11.9)

2.4(1.9)

10 555.4(474.5)

火 22.0(19.1)

19.4(17.4)

2.3(1.8)

11 580.8(472.1)

水 22.3(18.3)

21.5(17.7)

2.0(1.5)

12 579.8(491.5)

木 20.8(18.3)

18.6(16.9)

2.0(1.6)

13 547.0(448.5)

金 24.3(19.7)

18.2(15.5)

2.4(1.9)

16 571.5(465.6)

月 25.0(20.2)

16.4(14.2)

2.2(1.7)

17 563.4(480.1)

火 20.7(18.2)

16.1(15.1)

3.3(2.5)

18 542.3(445.2)

水 25.0(20.2)

15.1(13.3)

2.0(1.5)

19 609.3(512.2)

木 18.5(16.6)

12.9(12.9)

2.5(1.9)

20 581.1(472.3)

金 18.2(15.4)

19.3(16.2)

2.8(2.1)

23 586.4(476.0)

月 25.1(20.3)

16.2(14.0)

2.5(1.9)

24 580.8(492.2)

火 23.4(20.0)

28.0(23.4)

2.3(1.8)

25 559.1(456.9)

水 24.7(20.0)

17.1(14.7)

2.1(1.7)

26 562.5(479.4)

木 20.4(18.0)

15.4(14.6)

2.6(2.0)

27 580.1(471.6)

金 26.5(21.3)

16.0(13.9)

2.6(2.0)

30 559.9(457.5)

月 23.9(19.4)

13.1(11.9)

3.7(2.8)

31 533.9(459.4)

火 20.8(18.2)

15.8(14.9)

2.5(1.9)

ご飯の時は、麦ご飯になっています。

給食には、牛乳又はむぎちゃがでます。

毎日デザートが出ます。

献立は、都合により変更する事があります。

牛乳130、おや
つコーンラーメ
ン

ミートスパゲティー、キャベツ
スープ、ちくわ磯辺揚げ

マカロニ・スパゲティー、○
米、小麦粉、○ごま

牛乳130、おさか
なごはん

パン・食パン、野菜スープ（じゃ
が芋）、鶏ささみのアーモンドフ
ライ、きゅうりとコーンのサラダ、ミ
ニトマト

食パン、○七分つき米、じゃ
がいも、油、パン粉、アーモ
ンド（乾）、小麦粉、フレンチ
ドレッシング（分離型）、ごま

○牛乳、鶏ささ身、○ツナ味
付缶、卵、◎牛乳

ミニトマト、きゅうり、にんじ
ん、○もやし、たまねぎ、
コーン缶、○こまつな、○焼
きのり

ケチャップ、○酒、コンソメ、
食塩、○食塩、こしょう

牛乳100、野菜
チップ

中華どんぶり、豆腐みそ汁（しめ
じ）、小松菜ともやしの和え物

米、○生中華めん、砂糖、
片栗粉、○ごま油

○牛乳、◎牛乳、木綿豆
腐、豚肉(もも)、うずら卵水
煮缶、米みそ（淡色辛み
そ）、なると、油揚げ

はくさい、たまねぎ、こまつな、も
やし、にんじん、○ねぎ、しめ
じ、○コーン缶、たけのこ、ピー
マン、コーン缶、ねぎ、○生わか
め、干ししいたけ、カットわか
め、しょうが

○中華スープ、かつお・昆
布だし汁、しょうゆ、○しょう
ゆ、酒、○食塩、コンソメ、食
塩、○こしょう、こしょう

牛乳100、ビス
ケット

御飯、コーンスープ（わかめ）、
ポークビーンズ、いんげんとささ
みの胡麻ネーズ和え

七分つき米、じゃがいも、○
ホットケーキ粉、マヨネー
ズ、砂糖、ごま、油

○牛乳、豚肉(肩ロース)、大
豆（ゆで）、鶏ささ身、○卵、
◎牛乳

たまねぎ、ホールトマト缶
詰、にんじん、コーン缶、い
んげん、カットわかめ

ケチャップ、しょうゆ、コンソ
メ、酒、食塩、おろしにんに
く、パセリ粉

牛乳130、鮭お
にぎり

塩せんべい、牛
乳100

○牛乳、◎牛乳、豚ひき
肉、ちくわ、○さけ（塩）、
ベーコン、粉チーズ

たまねぎ、キャベツ、にんじ
ん、トマトピューレ、○焼きの
り、にんにく、あおのり

ケチャップ、○酒、コンソメ、
食塩

牛乳100、塩せ
んべい

牛乳130、おや
つ焼きそば

牛乳130、ほうれ
ん草のチャーハ
ン

さつま芋御飯、おかず汁、凍り
豆腐のふわふわ煮、ほうれん草
とえのき茸のお浸し

七分つき米、○小麦粉、さ
つまいも、○黒砂糖、ごま油

牛乳100、ウエ
ハース

牛乳130、ホット
ケーキ

御飯、みそ汁（チンゲン菜）、さ
けの塩焼き、新じゃがそぼろ

七分つき米、じゃがいも、○
焼きそばめん、○ごま油、
油、砂糖、片栗粉

○牛乳、◎牛乳、さけ、豚ひ
き肉、米みそ（淡色辛み
そ）、○豚肉(肩)、油揚げ

○キャベツ、もやし、チンゲ
ンサイ、たまねぎ、にんじ
ん、○ピーマン、○にんじ
ん、カットわかめ

煮干だし汁、○ウスターソー
ス、しょうゆ、食塩

パン・クロワッサン、チキンスープ
（キャベツ）、ミートローフ、ボイル
ブロッコリー、ミニトマト

クロワッサン、○米、片栗
粉、マヨネーズ、○油、油、
○ごま油

○牛乳、木綿豆腐、豚ひき
肉、鶏ひき肉、○卵、○干し
えび、◎牛乳

たまねぎ、キャベツ、ミニトマ
ト、○ほうれんそう、ブロッコ
リー、にんじん、えのきたけ、
ひじき

ケチャップ、○オイスター
ソース、ウスターソース、食
塩、コンソメ、○食塩、ナツメ
グ

牛乳100、野菜
チップ

○牛乳、◎牛乳、木綿豆
腐、卵、○卵、凍り豆腐、鶏
もも肉、米みそ（淡色辛み
そ）

ほうれんそう、なす、にんじ
ん、たまねぎ、えのきたけ、
糸みつば、干ししいたけ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、みりん、酒、食塩

牛乳100、ビス
ケット

牛乳130、せん
べい、アップル
ゼリー

春の遠足

牛乳130、バ
ターラスク

予備日

牛乳130、黒糖
蒸しパン

カレーライス、豆腐スープ（ね
ぎ）、コールスローサラダ（りん
ご）

米、じゃがいも、○フランス
パン、油、○砂糖、砂糖

○牛乳、◎牛乳、絹ごし豆
腐、豚肉(肩ロース)、ハム、
○バター

たまねぎ、きゅうり、キャベ
ツ、りんご、にんじん、ねぎ、
干しぶどう

カレールウ、酢、食塩、コン
ソメ、こしょう

牛乳100、塩せ
んべい

巻き寿司、麩のすまし汁(みつ
ば）、筑前煮、コロッケ、ボイルブ
ロッコリー、ミニトマト

じゃがいも、米、○砂糖、パ
ン粉、砂糖、小麦粉、油、マ
ヨネーズ、焼ふ

○牛乳、豚ひき肉、鶏もも
肉、◎牛乳、かにかまぼこ

○りんご天然果汁、○りんご、ミ
ニトマト、れんこん、ブロッコ
リー、にんじん、たまねぎ、板こ
んにゃく、たけのこ（ゆで）、みつ
ば、えのきたけ、焼きのり、○か
んてん、きゅうり、かんぴょう（乾）

かつおだし汁、しょうゆ、酢、
ウスターソース、酒、みりん、
食塩、こしょう

牛乳100、ウエ
ハース

牛乳130、昆布
おにぎり

御飯、豆腐みそ汁（もやし）、さ
わらとごぼうの煮つけ、キャベツ
とほうれんそうの磯和え

七分つき米、○スパゲ
ティー、砂糖、○オリーブ油

○牛乳、◎牛乳、さわら、木
綿豆腐、○ツナ油漬缶、米
みそ（淡色辛みそ）、○バ
ター

キャベツ、ほうれんそう、もや
し、○たまねぎ、ごぼう、に
んじん、ねぎ、えのきたけ、
○マッシュルーム缶、焼きの
り、しょうが、○焼きのり

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、○しょうゆ、酒、○酒、○
食塩

牛乳100、ボーロ 牛乳130、おや
つ・ツナスパゲ
ティー

ハム・ジャムサンド、ころころスー
プ、ナゲット、ミニトマト

食パン、○米、じゃがいも、
片栗粉、マヨネーズ

○牛乳、ハム、卵、鶏もも
肉、◎牛乳

たまねぎ、ミニトマト、きゅう
り、にんじん、グリンピース、
いちごジャム、○塩こんぶ、
○焼きのり

ケチャップ、食塩、コンソメ、
こしょう

牛乳100、野菜
チップ

牛乳130、あげ
ぱん（きな粉）

わかめ御飯、すまし汁(白菜・え
のき）、松風焼き・豆腐いり、かぼ
ちゃの甘煮

七分つき米、○フランスパ
ン、○ピーナッツバター、ご
ま、片栗粉、砂糖

○牛乳、◎牛乳、鶏ひき
肉、木綿豆腐、米みそ（淡
色辛みそ）

かぼちゃ、はくさい、たまね
ぎ、えのきたけ、生わかめ、
葉ねぎ、あおのり

かつお・昆布だし汁、かつ
おだし汁、しょうゆ、みりん、
酒、食塩

牛乳130、にんじ
んカップケーキ

牛乳100、ビス
ケット

牛乳130、ピー
ナツバターサン
ド

御飯、かき玉汁（五目）、鶏肉の
ごま味噌焼、もやしとニラの和え
物（ハム）

七分つき米、○ロールパ
ン、○油、ごま、砂糖、○グ
ラニュー糖、片栗粉、○砂
糖、ごま油

○牛乳、◎牛乳、鶏もも肉、
卵、ハム、○きな粉、米みそ
（淡色辛みそ）

もやし、にら、にんじん、チ
ンゲンサイ、たまねぎ、カット
わかめ

かつおだし汁、しょうゆ、みり
ん、食塩

牛乳100、塩せ
んべい

牛乳130、パフ
ケーキ

パン・ロールパン、豆乳スープ
（野菜）、はんぺんのチーズサン
ドフライ、せん野菜（キャベツ）、
ミニトマト

ロールパン、○七分つき
米、パン粉、油、小麦粉、○
ごま油

お誕生会

御飯、みそ汁（こまつな・いも）、
厚揚げの炒め物、はるさめサラ
ダ（みかん）

七分つき米、○ホットケーキ
粉、じゃがいも、はるさめ、
片栗粉、ごま油、砂糖、○砂
糖、ごま

○牛乳、生揚げ、豚ひき
肉、米みそ（淡色辛みそ）、
○卵、○無塩バター、◎牛
乳

にんじん、たまねぎ、きゅう
り、みかん缶、こまつな、
コーン缶、○にんじん、ね
ぎ、にら、しめじ

かつお・昆布だし汁、酢、
しょうゆ、和風だしの素

牛乳100、野菜
チップ

御飯、みそ汁（だいこん・豆腐）、
メルルーサの香り揚げ、ひじきと
枝豆のサラダ

七分つき米、○小麦粉、○
砂糖、小麦粉、油、砂糖

○牛乳、◎牛乳、メルルー
サ、○卵、木綿豆腐、○生
クリーム、米みそ（淡色辛み
そ）、卵、油揚げ、○バター

だいこん、コーン缶、えだま
め、にんじん、ひじき、カット
わかめ、あおのり

煮干だし汁、酢、酒、しょう
ゆ、食塩

牛乳100、ウエ
ハース

○牛乳、豆乳、白はんぺ
ん、チーズ、卵、○しらす干
し、○かつお節、◎牛乳

キャベツ、ミニトマト、かぼ
ちゃ、たまねぎ、チンゲンサ
イ、○ねぎ

ケチャップ、コンソメ、○しょ
うゆ、食塩

牛乳100、ボーロ

牛乳130、節句・
かしわ餅

子供の日お祝
いランチ

牛乳130、さつま
芋のようかん

牛乳130、おに
ぎり（じゃこねぎ）

とうもろこし御飯、みそ汁（じゃが
芋・ごぼう）、かじきのケチャップ
煮、小松菜ともやしのあえ物

○さつまいも、胚芽米、米、
じゃがいも、○砂糖、油、き
び（精白粒）、片栗粉、砂糖

○牛乳、◎牛乳、かじき、米
みそ（淡色辛みそ）

キャベツ、こまつな、コーン
缶、もやし、にんじん、ごぼ
う、さやえんどう、○かんて
ん

かつお・昆布だし汁、ケ
チャップ、しょうゆ、中濃ソー
ス、食塩

牛乳100、塩せ
んべい

こいのぼりピラフ、スープヌード
ル、鶏の竜田揚げ、ミニトマト、
ボイルブロッコリー

米、○上新粉、マカロニ・ス
パゲティー、片栗粉、油、○
片栗粉、○砂糖、マヨネー
ズ、オリーブ油

○牛乳、◎牛乳、鶏もも肉、
ベーコン、○えんどう（乾）、
ちくわ

ミニトマト、たまねぎ、ブロッ
コリー、にんじん、さやえん
どう、しょうが

しょうゆ、コンソメ、みりん、食
塩、カレー粉、こしょう

牛乳100、野菜
チップ

行事

中華炊き込みおこわ、中華スー
プ（チンゲン菜）、ほうれん草の
ナムル

○コッペパン、もち米、米、
砂糖、ごま、ごま油

○牛乳、◎牛乳、○フランク
フルト、焼き豚、ベーコン

ほうれんそう、○キャベツ、
チンゲンサイ、にんじん、た
まねぎ、たけのこ（ゆで）、ね
ぎ、コーン缶、干ししいたけ

中華スープ、○ケチャップ、
しょうゆ、食塩、中華だしの
素

牛乳100、ビス
ケット

牛乳130、ホット
ドッグ

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

10時おやつ 3時おやつ





ひまわり保育園




