
ビスケット ヨーグルト
牛乳 せんべい

牛乳

ビスケット
牛乳

牛乳

ビスケット
牛乳

牛乳

ビスケット 果汁（りんご）
牛乳 せんべい

牛乳

ビスケット マカロニきなこ

牛乳 牛乳

ビスケット フレンチトースト

牛乳 牛乳

ビスケット
牛乳

牛乳

ビスケット
牛乳

牛乳

ビスケット セサミクッキー

牛乳 牛乳

ビスケット プリン
牛乳 せんべい

牛乳

ビスケット お麩のラスク
牛乳 牛乳

ビスケット

牛乳

牛乳

ビスケット

牛乳

牛乳

ビスケット

牛乳

牛乳

ビスケット
牛乳

牛乳

12 水

≪園外保育の日≫

ロールパン、さとう、パン
こ、バター、じゃがいも、こ
むぎこ、ビスケット

6.9(8.4)
6.6(10)
0.5(0.4)

さけのマヨネーズ焼き
切り干し大根の煮物　　オレンジ

アスパラとポテトのサラダ

さつまいものバター炒め

くるみの
　クッキー

ヨーグルト
　　ケーキ

おたのしみ
　サンドイッチ

おからの
　マフィン

ベーコン、ぎゅうにゅ
う、たまご、ぶたひきに
く、ぎゅうにく、チーズ、
おから

フルーツ
　　寒天ゼリー

かぼちゃの
　蒸しパン

ママレード
　ホットケーキ

おからの
ソフトクッキー

白菜とたまねぎのスープ

新じゃがと鶏肉の煮物

かじきまぐろのソテー

28(27.6)

バナナ

20 木

バターロールパン

27(24.5)
12.8(14.8)

油揚げの五目煮 オレンジ 1.4(1.2)

21 金

ご飯 みそ、とうふ、まぐろ、
あぶらあげ、いんげん
まめ、おから、たまご、
ぎゅうにゅう

ごはん、さとう、バター、こ
むぎこ、じゃがいも、ビス
ケット

たまねぎ、こまつな、にん
じん、干ししいたけ、オレ
ンジ

599(570)
味噌汁

ベーコン、とりもも、ぎゅ
うにゅう、たまご

ロールパン、じゃがいも、
オリーブゆ、ホットケーキ
ミックス、ママレードジャ
ム、さらだあぶら、バター、
ビスケット

20.2(19)

19.9(20.6)

果汁（りんご） 1.9(1.6)

1.3(1)

やきのり、ほうれんそう、しめじ、た
まねぎ、はくさい、ピーマン、にんじ
ん、バナナ、パインアップルかん、
みかんかん、かんてん

507(520)

18(17.5)

スペイン風オムレツ 14.7(16.7)

バナナ

2.7(2.3)

ほうれんそう、たまねぎ、
マッシュルーム、トマト缶、
ピーマン、にんじん、バナ
ナ

660(656)

ジュリアンスープ 23.7(22.8)

鶏肉のトマト煮

19 水

たけのこご飯 あぶらあげ、ぶたにく、
とりもも、ぎゅうにゅう、
らんおう

ごはん、じゃがいも、ごま
あぶら、さらだあぶら、さと
う、こむぎこ、ビスケット

たけのこ、にんじん、さや
えんどう、だいこん、こま
つな、長ねぎ、りんご
ジュース、かぼちゃ

603(565)

大根汁

マカロニ・スパゲッティ、バ
ター、さとう、ビスケット

23.5(22)
豆腐ハンバーグ 24.8(24.7)
もやしのサラダ 1.2(0.9)

15 土

野菜煮込みうどん

18 火

和風スパゲッティ ベーコン、ソーセージ、
ぎゅうにゅう、ぶたひき
にく、たまご

17 月

強化米 ミニゼリー みそ、とうふ、ぶたひき
にく、たまご、ぎゅう
にゅう、あぶらあげ

強化米、パンこ、さらだあ
ぶら、さとう、ごまあぶら、
ゼリー、バター、ふ、ビス
ケット

たまねぎ、だいこん、しい
たけ、もやし、きゅうり、に
んじん

635(591)
味噌汁

たまご、みそ、とりひき
にく、ぎゅうにゅう

うどん、かたくりこ、マヨ
ネーズ、プリン、せんべ
い、ビスケット

26.3(24.2)
たらの煮つけ 13.4(15.5)
キャベツのごまあえ 1.7(1.5)

3.2(2.5)

しいたけ、にんじん、はくさ
い、長ねぎ

515(494)
鶏つくねバーグ 25.8(23.5)

20.1(20.9)

2.8(2.4)

14 金

ご飯 オレンジ みそ、とうふ、たら、あ
ぶらあげ、たまご、ぎゅ
うにゅう

ごはん、ごま、さとう、バ
ター、こむぎこ、ビスケット

たまねぎ、だいこん、キャ
ベツ、にんじん、オレンジ

565(540)
味噌汁

さやいんげん、キャベツ、
たまねぎ、にんじん、バナ
ナ

706(694)
コンソメスープ 24.5(23.3)
ハンバーグ 31.1(30)
ポテトのチーズ焼き バナナ

13 木

バターロールパン

ぎゅうにゅう しょくぱん、ビスケット 154(207)

長ねぎ、しめじ、だいこ
ん、にんじん、バナナ

711(680)
鶏肉の甘辛煮 26.6(24.6)

15.9(17.6)
バナナ 3.2(2.6)

11 火

けんちんうどん とうふ、あぶらあげ、と
りもも、ぎゅうにゅう、た
まご

うどん、さつまいも、バ
ター、さとう、しょくぱん、ビ
スケット

18.9(18.2)
野菜入り豚そぼろ 13.3(15.4)
ひじきのサラダ ミニゼリー 1.6(1.3)

2(1.6)

10 月

強化米 みそ、とうふ、ぶたひき
にく、ロースハム、きな
こ、ぎゅうにゅう

強化米、ごま、さとう、ゼ
リー、マカロニ・スパゲッ
ティ、ビスケット

たまねぎ、だいこん、しい
たけ、にんじん、コーン、さ
やえんどう、ひじき

508(490)
味噌汁

しめじ、長ねぎ、だいこ
ん、にんじん、さやいんげ
ん、たまねぎ、りんご
ジュース

459(450)
けんちん汁 14(13.8)
肉じゃが 9.5(12.6)

8 土

ご飯 とりひきにく、あぶらあ
げ、とうふ、ぶたひきに
く、ぎゅうにゅう

ごはん、さとう、じゃがい
も、せんべい、ビスケット

26.1(24.6)
15.7(18.1)
1.3(1.1)

2.1(1.8)

7 金

ご飯 みそ、とうふ、べにざ
け、ちくわ、たまご、
ヨーグルト、ぎゅうにゅ
う

ごはん、マヨネーズ、さと
う、さらだあぶら、ホット
ケーキミックス、ビスケット

たまねぎ、だいこん、トマ
ト、パセリ（葉）、しいたけ、
にんじん、きりぼしだいこ
ん、オレンジ、レモン

554(545)
味噌汁

トマト缶、たまねぎ、にんじ
ん、キャベツ、アスパラガ
ス、きゅうり、コーン、バナ
ナ

682(675)
ミネストローネ 23.6(22.8)
チキンのママレード煮 27.3(27.1)

6 木

バターロールパン バナナ ベーコン、とりもも、た
まご、ぎゅうにゅう

ロールパン、ママレードジャム、じゃ
がいも、さらだあぶら、さとう、こむぎ
こ、くるみ、バター、ビスケット

1.8(1.5)

にんじん、たまねぎ、さや
いんげん、ブロッコリー、
ひじき

603(570)
玉子スープ 27.2(24.4)
ひじきハンバーグ 22.1(22.6)

1 土

チキンライス とりひきにく、たまご、
ぶたひきにく、ヨーグル
ト、ぎゅうにゅう

ごはん、パンこ、せんべ
い、ビスケット

5/2～5/5は連休です。バランスのとれた食事を安心できる環境でゆっくりと食べることで心と体に栄養が行きわたります。
この連休中にはご家族で食事を楽しめるといいですね。

ﾀﾝﾊﾟｸ(g)
あか 黄 みどり 脂質(g)

食塩相当量(g)

3歳以上児／3歳未満児 令和3年　　　　5月予定献立表 保育園コスモス

日
曜
日

午前 昼食 午後

3色分類
ｴﾈﾙｷﾞ-(kcal)

(体をつくる・
血や肉になる)

(力や体温の
もとになる)

(体の調子を整える)

(1/2)



ビスケット ヨーグルト
牛乳 せんべい

牛乳

ビスケット きなこクッキー

牛乳 牛乳

ビスケット お好み焼
牛乳 牛乳

ビスケット
牛乳

牛乳

ビスケット カレーおにぎり

牛乳 牛乳

ビスケット
牛乳

牛乳

ビスケット リンゴゼリー

牛乳 せんべい

牛乳

ビスケット

牛乳

牛乳

※園の行事や食材の入荷状況により、献立の変更をする場合があります。

※午前おやつのビスケットは、どうぶつビスケットやマンナです。

星印は新メニューです。楽しみにしていてくださいね♪

19.7(20.5)

スパゲッティサラダ ミニゼリー 1.8(1.4)

にんじんの
　蒸しパン

豚肉と野菜の炒め煮

厚揚げと白菜のとろみ炒め

ほうれん草の胡麻和え

フルーツ
　ヨーグルト

1.8(1.5)

31 月

強化米 みそ、とうふ、ぶたひき
にく、ロースハム、ヨー
グルト、ぎゅうにゅう

強化米、かたくりこ、さと
う、マカロニ・スパゲッ
ティ、マヨネーズ、ゼリー、
ビスケット

たまねぎ、だいこん、長ね
ぎ、こまつな、にんじん、
きゅうり、パインアップル
かん、みかんかん

615(573)

味噌汁

だいこん、にんじん、えの
きたけ、さやえんどう、
きゅうり、かんてん

553(525)

18.8(17.7)

マカロニサラダ 15.9(17.5)
29

千切り野菜のスープ

24(22.1)

豆腐の旨煮

27 木

バターロールパン

土

二色そぼろ丼 たまご、とりひきにく、
ロースハム、ぎゅうにゅ
う

さとう、ごはん、しらたき、
マカロニ・スパゲッティ、マ
ヨネーズ、りんごジュース、
せんべい、ビスケット

赤魚の煮つけ
ひじき煮 オレンジ

かぼちゃの
　マフィン

28 金

ご飯 みそ、とうふ、あかう
お、ちくわ、たまご、
ぎゅうにゅう

ごはん、さとう、こむぎこ、
バター、ビスケット

たまねぎ、こまつな、しい
たけ、にんじん、ひじき、
オレンジ、かぼちゃ

583(555)
味噌汁 23.3(21.7)

13.4(15.4)
2.2(1.9)

ぎゅうにゅう、とりひき
にく、ロースハム

ロールパン、バター、こむ
ぎこ、じゃがいも、マヨネー
ズ、ドレッシング、ごはん、
ビスケット

21.3(20.1)
ミニトマト 25(25)
鉄分入りヨーグルト 2(1.7)

1.6(1.3)

さやいんげん、にんじん、
たまねぎ、きゅうり、キャベ
ツ、バナナ

588(601)
クリームシチュー 16.5(17)
コールスローサラダ 15.4(17.7)
バナナ

1.8(1.3)

26 水

ハヤシライス ぎゅうにく、ぶたひきに
く、鉄分入りヨーグル
ト、ぎゅうにゅう、たまご

ごはん、ごま、さとう、さら
だあぶら、ホットケーキミッ
クス、ビスケット

にんじん、たまねぎ、ほう
れんそう、えのきたけ、ミ
ニトマト

688(650)

きゅうり、たまねぎ、長ね
ぎ、にんじん、はくさい、バ
ナナ、キャベツ

554(554)
20.1(19.3)

バナナ 16.5(17.9)
25 火

素麺 ロースハム、たまご、あ
つあげ、ぎゅうにゅう

そうめん、かたくりこ、さら
だあぶら、こむぎこ、ビス
ケット

22(20.7)
23.2(23.3)

きゅうりのナムル ミニゼリー 2.1(1.7)

2(1.9)

24 月

強化米 みそ、とうふ、ぶたひき
にく、きなこ、ぎゅうにゅ
う

強化米、ごまあぶら、さと
う、ごま、ゼリー、バター、
こむぎこ、ビスケット

たまねぎ、だいこん、長ねぎ、にん
じん、ピーマン、しょうが、にんにく、
きゅうり、わかめ、もやし、コーン

648(603)
味噌汁

こねぎ、にんじん、たまね
ぎ、だいこん

601(593)
味噌汁 25.2(24.5)
肉団子 22.5(24.9)

22 土

しらすチャーハン たまご、ちりめんじゃ
こ、みそ、とうふ、ミート
ボール、ヨーグルト、
ぎゅうにゅう

ごまあぶら、ごはん、せん
べい、ビスケット

入園・進級から１ヶ月が過ぎます。環境の変化に緊張を感じながら迎える5月です。ゴールデンウ

イークをきっかけに登園を嫌がったり、食欲が低下気味になるなどあるかもしれません。子どもの

様子を見ながら、ていねいに話を聞いたり、スキンシップを十分とったりしましょう。

食べ物から旬を感じよう

「旬(しゅん)」とは、その食べものがいちばん多くとれる時期であり、い

ちばんおいしい時期でもあります。また栄養価が高いうえ、たくさん出

回るので、比較的安く入手できます。旬のものを優先して食べるという

食生活を心がけましょう。

【三角食べのすすめ】

ひとつの料理を食べ終わってから次の料理へと、

「ばっかり食べ」をしている子が多く見られます。苦手

なものには手をつけずに残したり、好きなおかずだけ

でお腹いっぱいにならないよう、バランスよく順番に

食べる「三角食べ」(ご飯⇒汁物⇒おかず⇒ご飯)がで

きるように、ご家庭でも声かけをお願い致します。

【旬の食材】

たけのこ アスパラガス

新ごぼう わらび ぜんまい

ふき いちご かつお いさき

※たけのこはエネルギーが少な

く、食物繊維やたんぱく質を多く

含んでいます。たけのこご飯、煮

物、すまし汁など、旬の味をぜひ

ご家庭でも味わってみてください。

(2/2)


