
その他

　血や肉を作るもの 　熱や力となるもの 調味料等

豚肉 米.白砂糖 酒.みりん.醤油

ツナの和え物 ツナ 青菜.人参.もやし 醤油

鶏野菜みそ汁 果物 みそ.鶏肉 じゃが芋 玉葱.人参.キャベツ 果物 かつお節

牛乳// /白砂糖/ビスケット //

米

鶏肉 油 酒.みりん.醤油

焼きのり 醤油

清汁 果物 かまぼこ 玉葱.葉葱 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳/きな粉.豆乳/ /白砂糖.片栗粉/せんべい //

米

魚 片栗粉.油 酒.醤油

白砂糖 塩.酢

具だくさんみそ汁 果物 豆腐.みそ 大根.玉葱.人参 果物 かつお節

牛乳/牛乳.チーズ /小麦粉.白砂糖.バター /ベーキングパウダー

ベーコン.チーズ スパゲティ.白砂糖.バター.油 塩.醤油.ケチャップ

大豆水煮 白砂糖.油 醤油.酢

野菜スープ 果物 鶏肉 玉葱.人参.パセリ 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳/鶏肉 /米.白砂糖.ごま油 /酒.醤油

米 酒.塩

豆腐.干しひじき.鶏肉 片栗粉.白砂糖.油 醤油.塩.かつお節

ちりめん 醤油

みそ汁 果物 生揚げ.みそ 玉葱.青菜 果物 かつお節

牛乳/あんこ /食パン.バター /

米

鶏肉.豆腐.みそ 片栗粉.白砂糖.油 酒.醤油

青のり 醤油

みそ汁 みかん缶 わかめ.みそ じゃが芋 玉葱 みかん缶 かつお節

牛乳/牛乳 /油.小麦粉.白砂糖.いちごジャム /ベーキングパウダー

テーブルロール テーブルロール

豚肉 白砂糖.油 塩.醤油.ケチャップ

ハム じゃが芋 塩.マヨドレ

キャベツスープ 果物 キャベツ.人参.えのき 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳/のり.ちりめん /米 /塩.醤油.ケチャップ

鶏肉.のり 米.片栗粉.白砂糖.油 酒.みりん.醤油

みそ汁 果物 油揚げ.みそ じゃが芋 玉葱.青菜 果物 かつお節

牛乳// //せんべい //

米

魚 酒.醤油

ハム 春雨.白砂糖.油 塩.酢.醤油

みそ汁 果物 みそ 大根.玉葱.青菜 果物 かつお節

牛乳/牛乳 /さつま芋.バター.白砂糖.小麦粉 /ベーキングパウダー

鶏肉 小麦粉.米.じゃが芋.油.バター 中濃ソース.塩.カレー粉.ケチャップ

白砂糖.ごま油 醤油.酢.塩

チンゲン菜のスープ 果物 玉葱.チンゲン菜.しめじ 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳/ツナ /食パン.白砂糖 /マヨドレ.塩.醤油

鶏肉 干しうどん みりん.醤油.塩.かつお節.出し昆布

アスパラのかき揚げ 果物 ちりめん じゃが芋.油.片栗粉.小麦粉 人参.アスパラ.玉葱 果物 醤油

牛乳/焼き豚 /米.ごま油 /醤油.塩

豚肉 米.白砂糖.ごま油 酒.みりん.醤油

白砂糖.ごま油 醤油.酢

わかめスープ 果物 豆腐.わかめ 玉葱 果物 醤油.塩.かつお節

/牛乳 /コーンフレーク.白砂糖 /

黒糖パン

鶏肉 パン粉 酒.醤油

チーズ 白砂糖.油 塩.酢

角切りスープ 果物 ウインナー じゃが芋 玉葱.人参.パセリ 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳/ /米 /

豚肉 米.白砂糖.ごま油 酒.みりん.醤油

みそ汁 果物 豆腐.みそ 玉葱.葉葱 果物 かつお節

牛乳// //ビスケット //

今月の平均エネルギー　乳児：エネルギー505 kcal　たんぱく質：22.1ｇ　食塩相当量：1.7ｇ ※乳児は毎日9：30に牛乳を７０cc飲んでいます。

今月の平均エネルギー　幼児：エネルギー571 kcal　たんぱく質：24.9ｇ　食塩相当量：2.0ｇ

○今月の使用予定果物：バナナ・あまなつみかん・美生柑・清見オレンジ（入荷状況等により日々の使用果物を決定します）

○献立（食材）は、園の行事・その他の都合により、変更することがありますのでご了承ください。献立が変更になった場合は、お知らせします。

🐘ぞう組のお誕生月の子のリクエストメニューを取り入れています。

＜10・24日(火)　チキンカレー　19日(木)　ちりめん和え＞

2 月

🎏こどもの日メニュー🎏
中華ちまき風ご飯 人参.干し椎茸.筍水煮.葉葱

牛乳/こいのぼりゼリー/ビスケット /粉寒天.オレンジジュース.パイン缶.干しぶどう/

令和４年５月 献　立　予　定　表　　　 バンビ保育園梅島園

日
曜
日

昼　食 食　　　　　　　　　　　　材

間　食 　体の調子をよくするもの

１６
３０

月

ご飯

鶏肉のガーリック焼き ニンニク

野菜の磯和え 青菜.人参.もやし

牛乳/豆乳もち/せんべい //

１８ 水 ナポリタン 玉葱.ニンニク.ピーマン.マッシュルーム水煮

お豆のサラダ キャベツ.胡瓜.コーン.人参

牛乳/炊き込みおにぎり /ごぼう.人参

 １７
３１

火

ご飯

魚の竜田揚げ 生姜

甘酢和え キャベツ.人参

牛乳/ポパイケーキ /ほうれん草

１９ 木

ピースごはん グリーンピース

ひじき入りつくね 生姜.玉葱

ちりめん和え 切干大根.キャベツ.人参.もやし

牛乳/小倉トースト /

6 金

ご飯

松風焼き 玉葱

切干大根の和え物 切干大根.人参

牛乳/いちご蒸しパン /いちごパウダー

 ７
２１

土

焼きとり丼 葱

牛乳/果物/せんべい /果物/

20 金

🐔お誕生日会メニュー🐔

ポークチャップ 玉葱.ニンニク.パセリ

ポテトサラダ 青菜.人参

牛乳/ぴよぴよライス /コーン.人参

 １０
２４

火

チキンカレー 生姜.玉葱.人参.ニンニク

大根サラダ キャベツ.大根.人参

牛乳/ツナサンド /胡瓜

 ９
２３

月

ご飯

魚の香り焼き 生姜.葱

春雨の酢の物 キャベツ.胡瓜.人参

牛乳/スイートポテトケーキ /

 １２
２６

木

スタミナ丼 生姜.玉葱.にら.ニンニク

伴三糸 胡瓜.人参.もやし

麦茶/コーンフレーク /バナナ

 １１
２５

水

鶏ねぎうどん 青菜.葱

牛乳/チャーハン /人参.葉葱

 １４
２８

土

野菜のそぼろ丼 青菜.生姜.人参.ニンニク.もやし

牛乳/果物/ビスケット /果物/

 １３
２７

金

黒糖パン

パン粉焼き 生姜.ニンニク

チーズサラダ キャベツ.胡瓜.人参

牛乳/ゆかりおにぎり /ゆかり

赤 黄 緑


