
2020年　　5月       ３歳以上児献立表 甲南立正保育園

炭水化物・脂肪 たんぱく質 無機質・ビタミン
エネルギー たんぱく質 熱や力になる食品 体を作る食品 体の調子をよくする食品

鶏肉のクラッカー焼き ヨーグルト

シーザーサラダ お菓子 418 19.7

ビーフンのスープ　バナナ 麦茶 ｋｃａｌ ｇ

肉豆腐 中華ちまき

かぶの昆布和え 482 20.6

野菜スープ　オレンジ 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

魚のミリン焼き のり塩ポテト

ひじきと糸寒天のマリネ 421 24.8

春野菜の豚汁　バナナ 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

チーズオムレツ くるくる

パリパリサラダ ウインナーパン 534 26.2

ハヤシシチュー　グレープフルーツ 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

〈子どもの日給食〉 お菓子

かぶと春巻き　吹き流しサラダ 422 15.3

すまし汁　いちご 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

魚のフライ　タルタルソース お菓子

フレンチサラダ 414 20.5

ベーコンのスープ　バナナ 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

お子様弁当

麦茶 お菓子 597 20.7

バナナ 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

豆腐のミートグラタン ヨーグルト

ささみの胡麻酢和え お菓子 386 17.8

麩のすまし汁　バナナ 麦茶 ｋｃａｌ ｇ

油揚げの肉詰め 豆腐ドーナツ

中華風サラダ 407 17.0

わかめのスープ　オレンジ 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

魚のごま味噌焼き いなり

竹の子入り麻婆春雨 おにぎり 391 19

アスパラのスープ　バナナ 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

豚肉の漬け焼き 和風スパゲティー

なまり節の酢の物 506 26.9

チキンカレー　夏みかん 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

鶏肉の香味焼き お菓子

イタリアンサラダ 399 19

ポトフ　バナナ 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

お子様弁当

麦茶 お菓子 597 20.7

バナナ 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

日
献立 おやつ

栄養価
曜日

小麦粉　食パン
ビーフン

牛乳　鶏肉　ベーコン
粉チーズ　ソーセー
ジ　ヨーグルト

レタス　きゅうり　とまと
レモン汁　人参　玉葱
バナナ

月

12 26 白滝　三温糖　もち米
ごま油

牛乳　豚肉　豆腐　干
しえび

椎茸　玉葱　人参　かぶ
ブロッコリー　きゅうり
塩昆布　きゃべつ　もや
し　オレンジ　竹の子　長
葱

11 25

火

13 27 三温糖　油　じゃが芋
有バター

玉葱　もやし　きゅうり
パプリカ　ほうれん草
人参　いちご

金

ひじき　きゅうり　寒天
人参　玉葱　ごぼう　ア
スパラ　長葱　バナナ
青のり水

14 28
餃子の皮　三温糖　ご
ま油　じゃが芋　有バ
ター　小麦粉　ホット
ケーキ粉

牛乳　卵　チーズ　ツ
ナ　豚肉　ソーセージ

きゃべつ　大根　人参
きゅうり　玉葱　グレー
プフルーツ

木

牛乳　ほっけ　鶏ささ
み　豚肉

1 春巻きの皮　じゃが
芋　油　春雨　三温糖
ごま油

牛乳　豚肉　ハム　か
まぼこ

バナナ

土

15 29
小麦粉　パン粉　油

牛乳　おひょう　卵
ベーコン

玉葱　きゃべつ　きゅう
り　レタス　もやし　ほ
うれん草　バナナ金

2 16 30
米 牛乳

きゃべつ　玉葱　ニラ　レ
タス　きゅうり　人参　と
まと　長葱　もやし　わか
め　オレンジ火

4 18 有バター　油　小麦
粉　三温糖　麩

牛乳　豆腐　豚肉
チーズ　鶏ささみ
ヨーグルト

玉葱　きゃべつ　大根
きゅうり　えのき　人参
バナナ

月

5 19 ごま油　三温糖　春
雨　ホットケーキ粉
グラニュー糖

牛乳　豚肉　豆腐　油
揚げ

バナナ

土

玉葱　わかめ　きゅうり
人参　夏みかん　椎茸

木

6 20 三温糖　春雨　油　ご
ま油

牛乳　鰆　豚肉　なる
と　油揚げ

竹の子　人参　長葱
ニンニク　生姜　アス
パラ　玉葱　バナナ

水

7 21 三温糖　じゃが芋　油
有バター　小麦粉　ス
パゲティ

牛乳　豚肉　なまり節
鶏肉　スキムミルク
ツナ

5月の保育園での予定平均エネルギー量436ｋｃａｌ 5月の保育園での予定平均たんぱく質量21.2ｇ

5月の保育園での予定平均塩分量2.0ｇ 5月の保育園での予定平均カルシウム量243ｇ

22 オリーブ油　三温糖
じゃが芋

牛乳　鶏肉　ベーコン

パセリ　レモン　にんにく
パプリカ　きゃべつ　レタ
ス　きゅうり　コーン　か
ぶ　人参　えのき　バナ
ナ

9 23
米 牛乳

8

金

・１日（金） 子どもの日給食

・2７日（水） 誕生会

5月の予定

「こ食」という言葉を聞いたこ

とがありますか。生活環境が変わ

り、食生活が変わり、家族が揃う

ことが少なくなった現在の家庭の

食卓の問題点をわかりやすく表し

た言葉です。「孤食」「個食」

「子食」など様々な「こ食」があ

ります。「共食」は家族のだんら

んなどの楽しい雰囲気の中、食事

ひとりで

「孤食」

同じものばかり

「固食」

＝「こ食」を「共食」に＝

子どもだけで

「子食」

濃い味付けで

「濃食」

家族違うものを

「個食」
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