
5月の予定献立表 わらび保育園

平成30年5月

日 �曜日 �献立名 �おやつ � �力や熱となる（きいろ） � 

1 �火 �あわごほん炒りどりきゅうりともやしの �ケンキミルク �プロセスチーズ鶏もも肉　削り飯綱こし豆 �璃白米あわさといも球茎　冷凍さつま �にんじんごぼうささがきたけのこ　ゆで　乾し 和え物lけナ　もずく味噌汁 �スウィートポテト �廊ケンキミルク加糖練乳鶏卵鶏卵 卵篭生 �いもゲラニュー膳 �いたけ昆布さやいんげんきゅうりもやし バナナお手が．hhすく藍ねぎ 

2 �水 �鮭寿司　賎唐揚げ胡瓜スティック �ジョア �さけフレーク瓶話題卵鶏もも肉縄こし豆 �精白米ゲラニュー膳ごまいり（自）片栗粉 �りんごさやえんどう虚しいたけにんじんしそ アーサ汁　シークアーサーぜノー �紅茶カップケーキ �腐　普通牛乳 �小麦粉ホットケーキミックス �菜きゅうりあおさ　菜ねぎ 

3 �木 �憲法記念日 � � � � 

4 �金 �みどりの日 � � � � 

5 �土 �こどもの日 � � � � 

7 �月 �ご飯ボークカレー　小松菜シラス和え �ケンキミ）の �筋かたロース　鶏レバー　しらす干し　ケンキミ �浦白米じゃがいも小麦粉ゲラニュー楯 �りんごジュース　たまねぎにんじんキャベツ　ごま オレンジやノー �カボチャケーキ �ルク　スキムもレク　鶏卵 ��つな　かぼちゃバナナ 

8 �火 �ごほん味噌汁　照り焼きチキンゴー �ゲ）‡ミ肋（加工乳） �にわとり［若鶏肉］　もも皮なし　生　沖 �精白米　小麦粉 �ネーブルたしにんえのきたけ生業ねぎしよ ヤーチャンカレーバナナ（30g） �お好み焼き �縄豆腐ぶたかたスライス鶏卵ケンキミルク 　H調音E・t ��うが生にんにくたまねぎにんじんにがうり 三三一　　　i現／し 

9 �水 �スパゲティーミートソースコーンスープ �ゲン‡ミルク �豚ひき肉日照レバー　チーズパルメザン姑 �スパゲッティ　小麦粉片栗粉ゲラニュー膳 �りんごにんじんたまねぎ賎しいたけスイート キャベツサラダ固形i－ケルト �きな粉ラスク �卵　固形］－ゲルト　ゲンキヨレク　きな粉 �食パン �コーン缶　セロIJキャベツ　みかん缶 

10 �木 �ご飯みそ汁和風ハン圧－ゲ．人参 �ケン‡ミルク �厚紡げ豚ひき肉　鶏ひき肉沖縄豆腐　鶏 �捕白米バン粉ごまいり（白）三温穏片 �ネーブルみずな　たまねぎひじきにんじん葉 シ炒りトマト �芋天ぷら �卵　しらす干し　ケンキミルク �乗船　小麦粉　さつまいも �ねぎトマト 

11 �金 �ロールパンボルシチフルーツサラダ �ケつ‡ミ肋 �合挽ミンチ廓レバークリーム　乳腫肪］－ �ロールパンじゃがいも小麦粉精白米 �にんじんたまねぎはたけしめじ　生　きやいんげ ツナマヨおにぎり �ケルト無糖ゲンキヨレク　ツナ缶 ��んみかん缶バナナ干しぶどうあまのり味付 けのn 

12 �土 �ポロポロジューシー　魚の煮付けさゆう �三ルージュ �威かだロース　キングケ）ツプ �浦白米ゲラニュー穂食パン �りんごにんじん　乾しいたけ　ごまつな　しょうが りとわかめの酢の物 �ジャムサンド ���生きゅうり乾燥わかめいちごジャム低糖 度 

14 �月 �菱ご飯（胚が米）鮭のマ］焼き　カ �ゲン‡ミ肋（加工乳） �ベにさけ　生鶏卵焼き竹輪ケンキヨレク �捕白米押菱　ゲラニュー糟小麦粉 �しめじかぼちゃきゅうりバナナおきなわもすく ポチヤサラダバナナ（30g）もすくスー プ �野菜天ぷら ���菓ねぎたまねぎにんじん 

15 �火 �ご飯みそ汁ぎせい豆腐切り干し大 �ケつ‡ミ肋（加工乳） �固形］－ケルト沖縄豆腐鶏卵豚かた �精白米じゃがいもゲラニュー桟「切りこん �棄ねぎたまねぎにんじん　乾しいたげiみつば 根紗め　プルーン �ヒラヤチー �ロース　ゲンキヨレク �にや〈　三温椙小委粉 �切干しだLtんカレーンにら 

16 �水 �ごほん味噌汁鯖のカレー焼き野 �ゲ）‡ミ肋（加工乳） �みどり豆乳　さば沖縄豆腐　ぶたかたスライ �捕白米　くずでん粉　粉黒糖 �たしにんしめじ菓ねぎキャベツたまねぎに 桑チャンプルー　りんご �黒繍くずも53 �ス　ケンキミルク　きな粉 ��んじん　りんご 

17 �木 �ご飯（膝芽）鯖の味噌煮　ひじきと �ゲ）‡ミ肋（加工乳） �さば豚ばら　スライス　だいすゆで　油揚げ �橋白米　三温靖しらたきゲラニュー穏 �lけナ　しょうが生　たまねぎひじき　にんじん 糸こんにゃくのきんぴらキャベツサラダ みそ汁6㌦がイfI3 �さつま芋のがの卜 �ケンキミルク　普通牛乳　鶏卵 �じゃがいもさつまいも小麦粉 �キャベツ　みかん缶　菜ねぎ 

18 �金 �菱ご飯（膝が米）2ベジタブルカレー �ケン‡ミM（加工乳） �脇かたロース］－ケルト無糖ケンキヨレク �楕白米押妾　じゃがいもきび活 �にんじん　たまねぎかぼちゃ　なす　生　みかん フルーツサラダ �棺サワーやノー �バールアガー ��缶lけナ　干しぶどうりんごうめシロップ 

19 �土 �沖縄そば白和え（ほうれん草） lけナ（30g） �職員研修会 �ケンキヨのi鶏卵三枚肉丸大かまぼこ 沖縄豆腐ツナ缶 �沖縄そばゲラニュー糟 �菜ねぎほうれんそうバナナ 

21 �月 �あわご坂（胚芽米）味峨＋（キャベ ツネギ）魚のてんぷらもやしと胡瓜 縞軸物物プルーン �ゲ）‡ミ肪 焼き芋 �普通牛乳キングケ）ツナ鶏卵削り節ケ ンキヨレク �精白米あわ小委粉さつまいも �キャベツ菜ねぎきゅうりもやしプルーン 

22 �火 �婁ご飯（胚が米）Z　ソ一字汁わか �ケン‡ミ肋（加工乳） �豚肉ソー手焼き竹輪ケンキヨレク　鶏卵 �棚白米摘要ホットケーキミックスゲラ �バナナ　こんぶにんじん　だいこん乾しいた11 めの和え物　オレンジ �ホットケーキ �普通牛乳 �ニュー蹟 �カットわかめきゅうりネーブル 

23 �水 �菱ご飯（蛭が米〉2　もずく丼トマト �ケンキミ肋（加工乳） �廓ひき肉　鶏卵　ケンキヨレク　普通牛乳 �概白米捕吏片栗粉小麦粉三温煽 �おきなわもずく　さピーマン赤ピーマントマト びPスープ　バイン �オートミールクッキー ��えんぱくオートミール �索ねぎ　バイン缶　干しぶどう 

24 �木 �誕生会（お弁当） �誕生会ケーキ Newヤクルト �ケンキヨレク � � 

25 �金 �あわご飯（隆男米）筋肉ピーマン味 �ケン‡ミ肋（加工乳） �豚かた生スライス　豚レバー　鯵から　生　チキ �積白米あわ三温膳ホットケーキミックス �ネーブル富ピーマン　もやしたまねぎにんじん 噌炒めおからサラダアーサ汁 �アメリカンドッグ �ア半場こし豆腐ケン手ミルク　鶏卵　普通 ��きゅうりスイートコーン缶　鋪さ 

26 �土 �クフアジューシー　大根悔和え物　味噌 �ゲン‡ミ肋（加工乳） �豚かたロース　削り節　油揚げゲンキヨレク �捕白米ゲラニュー膳食パン �にんじん刻み昆布　葉ねぎだいこんうめし 汁　オレンジ �ジャムサンド ���そ葉とうがんネーブルいちごジャム低精 度 

28 �月 �ご飯（膝芽）携げ魚のゐんかけiか �ゲン‡削り（加工乳） �キングウノツプケンキヨレク　豆乳　きな粉 �捕白米小麦粉ゲラニュー鴇片栗粉くず �野菜ジュースにんじんたまねぎ富ピーマンか ぼろやの含め煮味噌汁バインアップ ル �豆乳くすもう ��でん粉 �ぼらやたしにんカットわかめ粟ねぎパイン缶 

29 �火 �雲ご鞍（胚が米）鮭のマ］焼き　カ �ケo）‡ミ肋（加工乳） �へにさけ　生　焼き竹輪　ゲンキヨレク �輝白米押妻　ゲラニュー鴇食パン �ネーブル　しめじ　かぼちゃ　きゅうりバナナ　おき ポチヤサラダlけナ（30g）もすくスー プ �シナモントースト ���なわもすく　栗ねぎ 

30 �水 �ふりかけご飯　冬瓜ガレ一汁　チキンマ �ケン‡ミ肪（加工乳） �普通牛乳豚かたロース厚嫁げ油揚げ �鶴白米小麦粉さつまいも �とうがんさやいんげんたまねぎオレンジマーマ マレード憲からし菜チャンプルーバナ ナ（3001 �芋天ぷら �鶏もも肉沖縄豆腐ツナ缶ケンキヨレク 鶏卵 ��レードからしな∴にんじんllナナ 

31 �木 �あわご坂（胚芽米）みそ汁（小松菜・ �ゲン‡ミ肋（加工乳） �ホキ　生　豆乳鶏卵筋ばらスライスケン �精白米あわ　小麦粉バン粉　粉無糖　ご �バナナごまつなはんしめじ　生　ピクルスス しめの魚のタルタルソース野菜紗あ ほoベつ）∴オレンジ �ごまクッキー �キミルク �まいり（無） �イート型たまねぎにんじんもやしキャベツ ネーブル 

材料なめ都合（こより、献立を変更する場合があります


