
平成３０年 　５月　　給食献立予定表 　(３・４・５歳児) 　　　邑楽町立南保育園

日 曜日 主 菜 副　食 ３時
血や肉を

つくるもの
赤群

力や体温と
なるもの

黄群

体の調子を
よくするもの

緑群

ｴﾈﾙｷﾞｰ
[kcal]

蛋白質
[g]

脂質
[g]

1 火 ミルクパン 白玉スープ,スパゲッティサラダ,
ミニトマト,バナナ

オレンジゼリー,
塩せんべい,
麦茶

とりむね［若鶏肉］,

なると,ハム

ミルクパン,白玉粉,

薄力粉,マカロニ・ス

パゲッティ,マヨネー

ズ

にんじん,たまねぎ,キャベ

ツ,スイートコーン 缶詰,

きゅうり,ミニトマト,バナナ

509 14.0 8.4
2 水 若布ごはん 肉じゃが,リヨネーズサラダ,

麦茶,オレンジ
柏もち,
ほうじ茶

ぶたもも,生揚げ,ま

ぐろ 缶詰

こめ,じゃがいも,し

らたき,車糖,普通は

るさめ,植物油脂

乾燥わかめ,にんじん,たまね

ぎ,長葱,キャベツ,きゅうり,

パセリ,バレンシアオレンジ

525 16.0 7.6
7 月 にら豚まぜご

飯
もやし和え,三平汁,
グレープフルーツ

ヨーグルト,
ビスケット,
麦茶

ぶたひき肉,油揚げ,

ハム,まぐろ 缶詰,豆

腐,ヨーグルト

こめ,植物油脂,ごま,

じゃがいも

にら,にんじん,りょくとうも

やし,きゅうり,だいこん,長

葱,グレープフルーツ

525 20.5 13.3
8 火 コッペパン 五目焼きそば,洋風かき卵スープ,

胡瓜の昆布和え,夏みかん
リッツサンド,
ほうじ茶

ぶたもも,とりむね

［若鶏肉］,全卵

コッペパン,中華め

ん,植物油脂,バター,

マーガリン

キャベツ,りょくとうもやし,

にんじん,青ピーマン,あおの

り,スイートコーン 缶詰,ト

マト,きゅうり,りしりこん

ぶ,なつみかん,いちご ジャ

ム 471 15.8 12.9
9 水 ごはん 焼き魚（さわら）,かぼちゃ煮,

小松菜のナムル,味噌汁（豆腐,若布,長葱）,
オレンジ

チーズトースト,
牛乳

さわら,豆腐,プロセ

スチーズ,生乳

こめ,車糖,ごま,植物

油脂,食パン

日本かぼちゃ,こまつな,にん

じん,りょくとうもやし,わか

め,長葱,バレンシアオレンジ

573 26.9 15.7
10 木 バターロール 磯うどん,煮豆,スティック胡瓜,

キウイフルーツ
ゆでじゃが,
リンゴ果汁

ぶたもも,なると,い

んげんまめ

バターロール,うど

ん,車糖,じゃがいも

にんじん,乾しいたけ,たまね

ぎ,わかめ,長葱,きゅうり,キ

ウイフルーツ

557 14.4 7.0
11 金 親子遠足

12 土 パン,牛乳,フルーツ 生乳 黒糖ロール バレンシアオレンジ

14 月 ごはん 納豆和え,キャベツ香り漬け,
味噌汁（小町麩,若布,小ねぎ）,
グレープフルーツ

コーンフレーク,
牛乳☆

納豆,しらす干し,生

乳

こめ,ごま,車糖,焼き

ふ,コーンフレーク

ほうれんそう,にんじん,キャ

ベツ,きゅうり,レモン,わか

め,こねぎ,グレープフルーツ

528 20.0 11.8
15 火 コッペパン スパゲッティ,若布スープ,

ブロッコリー,キウイフルーツ
手作りフルーツゼ
リー,
麦茶

ぶたひき肉,粉チー

ズ,とりむね［若鶏

肉］,全卵

コッペパン,マカロ

ニ・スパゲッティ,植

物油脂,でん粉,車糖

にんじん,たまねぎ,青ピーマ

ン,マッシュルーム,わかめ,

りょくとうもやし,ブロッコ

リー,キウイフルーツ,てんぐ

さ,バレンシアオレンジ 果実

飲料,みかん 缶詰,パイン
490 16.6 9.5

16 水 ごはん 五目きんぴら,キャベツの昆布和え,
味噌汁（玉葱,卵）,バナナ

シーチキンのカナッ
ペ,
牛乳

ぶたもも,全卵,生乳 こめ,板こんにゃく,

植物油脂,車糖,フラ

ンスパン

ごぼう,にんじん,生しいた

け,キャベツ,りしりこんぶ,

たまねぎ,バナナ

533 18.8 12.1
17 木 ミルクパン 白菜のクリームスープ,

サラダスパゲッティ,揚げしゅうまい,
生パイン

醤油だんご,
ほうじ茶

とりささ身［成鶏

肉］,生乳,シチュー

の素,ハム

ミルクパン,植物油

脂,マカロニ・スパ

ゲッティ

はくさい,にんじん,たまね

ぎ,ほんしめじ,きゅうり,

キャベツ,パインアップル

509 17.1 12.4
18 金 ごはん ミートボール,中華風サラダ,

味噌汁（豆腐,なめこ,長葱）,オレンジ
プリン,
おしゃぶり焼きする
め,麦茶

ぶたひき肉,全卵,ハ

ム,豆腐,するめ

こめ,でん粉,植物油

脂,車糖,普通はるさ

め,ごま

乾しいたけ,たまねぎ,にんじ

ん,きゅうり,キャベツ,りょ

くとうもやし,なめこ,長葱,

バレンシアオレンジ

523 19.7 12.1
19 土 パン,牛乳,フルーツ 生乳 スナックスティック バレンシアオレンジ

21 月 ごはん ハヤシライス,福神漬け,
ドレッシング和え,キャンディチーズ,
麦茶,グレープフルーツ

かわらせんべい,
牛乳☆

和牛かた,ハム,プロ

セスチーズ,生乳

こめ,植物油脂 にんじん,たまねぎ,マッシュ

ルーム,キャベツ,きゅうり,

グレープフルーツ

610 19.5 22.3
22 火 コッペパン ワンタンスープ,

ボリュームサラダ,枝豆,バナナ
クッキー（ほうれん草,

人参,れんこん）,
麦茶

ぶたひき肉,まぐろ

缶詰

コッペパン,ワンタン

の皮,植物油脂,マカ

ロニ・スパゲッティ,

マヨネーズ

はくさい,にんじん,りょくと

うもやし,長葱,しょうが,生

しいたけ,たけのこ水煮缶詰,

きゅうり,キャベツ,干しぶど

う,えだまめ,バナナ

494 14.0 15.7
23 水 コーンライス かじきスティック揚げ,三色なます,

味噌汁（キャベツ,人参,長葱）,オレンジ
　　　　　　　　　　　　（おにぎりの日）

あんサンド,
牛乳

めかじき,生乳 こめ,でん粉,植物油

脂,車糖,ロールパン

スイートコーン 缶詰,しょう

が,わかめ,きゅうり,みかん

缶詰,キャベツ,にんじん,長

葱,バレンシアオレンジ

584 22.6 14.7
24 木 バターロール ベーコンチャウダー,ポテトサラダ,

ミニトマト,メロン
ミルクくずもち,
ほうじ茶

ぶたもも,ベーコン,

なると,ハム,全卵,生

乳,きな粉

バターロール,じゃが

いも,マヨネーズ,で

ん粉,車糖

にんじん,たまねぎ,キャベ

ツ,スイートコーン 缶詰,

きゅうり,干しぶどう,りん

ご,ミニトマト,メロン

517 14.5 17.9
25 金 ごはん しらたき入り豚すき丼,コールスローサラダ,

味噌汁（じゃがいも,若布）,キウイフルーツ
フランクフルト,
麦茶

豚かたロース脂肪な

し,ハム,ソーセージ

こめ,しらたき,植物

油脂,車糖,マヨネー

ズ,じゃがいも

にんじん,たまねぎ,キャベ

ツ,きゅうり,スイートコーン

缶詰,わかめ,キウイフルーツ

577 20.7 22.6
26 土 パン,牛乳,フルーツ 生乳 ロールパン,マーガリ

ン

グレープフルーツ

28 月 ごはん チンジャオロースー,キャベツサラダ,
すまし汁,グレープフルーツ

ブルーベリー蒸しパ
ン,牛乳

ぶたもも,焼き竹輪,

全卵,生乳

こめ,じゃがいも,植

物油脂,でん粉,車糖,

マヨネーズ,プレミッ

クス粉

青ピーマン,赤ピーマン,たけ

のこ水煮缶詰,しょうが,にん

にく,キャベツ,きゅうり,に

んじん,わかめ,にら,グレー

プフルーツ
548 21.1 11.8

29 火 ミルクパン 肉だんごスープ,マカロニサラダ,
枝豆,バナナ

フルーツヨーグルト,
ヘム鉄入りえびせん,
麦茶

ぶたひき肉,全卵,ハ

ム,ヨーグルト

ミルクパン,パン粉,

普通はるさめ,マカロ

ニ・スパゲッティ,マ

ヨネーズ

たまねぎ,はくさい,にんじ

ん,生しいたけ,りょくとうも

やし,長葱,しょうが,きゅう

り,キャベツ,えだまめ,バナ

ナ 493 18.1 14.9
30 水 ごはん 鮭のホイル蒸し,新じゃがのそぼろ煮,

味噌汁（大根,人参,絹さや）,オレンジ
焼まんじゅう,
牛乳

新巻さけ,とりひき

肉,生乳

こめ,じゃがいも,植

物油脂,車糖,でん粉

にんじん,生しいたけ,根深ね

ぎ,しょうが,だいこん,さや

えんどう,バレンシアオレン

ジ

603 24.2 15.0
31 木 バターロール かけうどん,ちくわいそべあげ,

スティック胡瓜,さくらんぼ
しらすおにぎり,
ほうじ茶

ぶたもも,油揚げ,な

ると,焼き竹輪,しら

す干し

バターロール,うど

ん,薄力粉,植物油脂,

こめ

にんじん,生しいたけ,長葱,

あおのり,きゅうり,さくらん

ぼ,あまのり

568 19.0 11.6

539 18.7 13.6月 平 均


