
たかがみねこども園

※入荷の都合等により、献立を変更することがありますがご了承ください。

※だしは、いりこ/昆布/鰹節/鯖節/飛魚/椎茸のいずれかを使用しています。

※料理酒、こしょうを使用する場合があります。

※５月１３日（金）大根チヂミ材料（乳児組）：だいこん　にんじん　にら　ツナ缶　薄力粉　片栗粉　しょうゆ　めんつゆ　ごま油

※月・水・金曜日の３時のおやつは、手作りにしています（曜日を入れ替える場合があります）。

※食物アレルギーの場合、アレルゲン物質の除去もしくは代替品での対応をします。

（医師の診断書を提出してください）

小豆クッキー
ホットケーキミックス　マーガリン　小豆　砂糖
牛乳 お菓子 健康志向菓子

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

じゃが芋のすまし
汁

じゃがいも　しめじ　みつば　だし　塩　しょうゆ もやしのスープ もやし　ねぎ　中華だし　しょうゆ　塩　ごま油

ほうれん草のごま
和え

ほうれんそう　にんじん　ごま　砂糖　しょうゆ 中華風蒸し玉子
卵　にら　かにかまぼこ　たまねぎ　砂糖　しょう
ゆ　中華だし

白身魚の塩焼き カレイ　塩 八宝菜
キャベツ　豚肉　しいたけ　たけのこ　にんじん
油　中華だし　しょうゆ　砂糖　片栗粉

手作りふりかけご
はん

米　煮干し　こんぶ　かつお節　しそ　ごま　しょ
うゆ　砂糖 ごはん 米

健康志向菓子
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じゃがいも　油　塩 オレンジ オレンジ
りんごのコンポー
トケーキ

りんご　レモン　バター　牛乳　ヨーグルト　薄力
粉　砂糖　ベーキングパウダー お菓子

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

お菓子 健康志向菓子
わらびもち（乳児
組：りんごゼリー）

わらびもち粉　砂糖　きな粉　塩（乳児組：りんご
ジュース　ゼラチン　砂糖　生クリーム） フライドポテト

たまねぎ　わかめ　ねぎ　だし　みそ ポテトスープ
じゃがいも　たまねぎ　にんじん　コンソメ　しょ
うゆ　塩

ミルージュ ミルージュ（カルシウムプラス）／（乳児組：ヤクルト） 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

さつまいも　てんぷら粉　油
ブロッコリーサラ
ダ

ブロッコリー　ごまドレッシング

大根の味噌汁 だいこん　油揚げ　ねぎ　だし　みそ かき玉汁 卵　かまぼこ　みつば　だし　しょうゆ　塩 ほうれん草スープ
ほうれんそう　たまねぎ　コーン　油　コンソメ
塩　しょうゆ 玉葱の味噌汁

豚肉　はくさい　だし　砂糖　みりん　しょうゆ

水菜のおかか和え
きょうな　えのきたけ　にんじん　かつお節　砂糖
しょうゆ 具だくさんのコー

ンクリームスープ

じゃがいも　たまねぎ　にんじん　ウインナー　ク
リームコーン　油　シチューミックスクリーム　牛
乳　コンソメ

小松菜ののり和え こまつな　にんじん　のり　しょうゆ 洋風煮豆
大豆　ごぼう　にんじん　ベーコン　油　だし　砂
糖　しょうゆ　みりん さつま芋の天ぷら

食パン　いちごジャム もち麦ごはん 米　もち麦

カレーピラフ
米　合びき肉　たまねぎ　ミックスベジタブル　カ
レー粉　コンソメ　塩　バター

牛肉のプルコギ風
牛肉　たまねぎ　ピーマン　ごま油　砂糖　しょう
ゆ 鮭のムニエル

さけ　塩　薄力粉　たまねぎ　酢　砂糖　しょうゆ
片栗粉　みりん 豚肉と白菜の煮物

＜かみかみメニュー＞ 28

そぼろ丼
米　卵　油　鶏ひき肉　だし　砂糖　みりん　しょ
うゆ　片栗粉

照り焼きチキンサ
ンド

ロールパン　鶏肉　砂糖　しょうゆ　キャベツ　マ
ヨネーズ

ツナの豆ごはん 米　えんどう豆　ツナ缶　塩
食パン＆いちご
ジャム

えんどう豆　砂糖　ホットケーキミックス　卵　牛
乳　油　ケーキシロップ　粉糖

23 24 ＜お誕生会メニュー＞ 25 26 27

牛乳 牛乳 牛乳

魚肉ソーセージのカ
レー風味ドーナツ

魚肉ソーセージ　強力粉　牛乳　砂糖　塩　ドライ
イースト　バター　カレー粉　パン粉　油 ぶどうゼリー ぶどうゼリー（鉄分＆食物繊維プラス） バナナ バナナ

えんどう豆のホッ
トケーキ

豆腐　わかめ　ねぎ　だし　みそ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
大根菜と鮭おにぎ
り

米　ふりかけ（大根葉と鮭）

牛乳

ごぼう　にんじん　ふき　ちくわ　ごま油　砂糖
しょうゆ　みりん

コールスローサラ
ダ

キャベツ　にんじん　コーン　たまねぎ　酢　砂糖
しょうゆ　油

じゃが芋のすまし
汁

じゃがいも　しめじ　みつば　だし　塩　しょうゆ もやしのスープ もやし　ねぎ　中華だし　しょうゆ　塩　ごま油 南瓜ポタージュ
かぼちゃ　たまねぎ　牛乳　生クリーム　コンソメ
塩　砂糖 豆腐の味噌汁

鶏ひき肉　豆腐　大豆　パン粉　片栗粉　塩　ケ
チャップ 鰆の甘辛ゴマ絡め さわら　砂糖　しょうゆ　みりん　ごま　片栗粉

ほうれん草のごま
和え

ほうれんそう　にんじん　ごま　砂糖　しょうゆ 中華風蒸し玉子
卵　にら　かにかまぼこ　たまねぎ　砂糖　しょう
ゆ　中華だし 胡瓜のごまサラダ

きゅうり　だいこん　にんじん　かまぼこ　ごま
酢　しょうゆ　砂糖　ごま油

ふきとごぼうの金
平

ごはん 米

ハヤシライス（玉
子）

米　牛肉　じゃがいも　たまねぎ　にんじん　鶏レ
バー　油　ハヤシルウ　卵　ケチャップ　塩　コン
ソメ　砂糖

ゆうゆうサタデー

白身魚の塩焼き カレイ　塩 八宝菜
キャベツ　豚肉　しいたけ　たけのこ　にんじん
油　中華だし　しょうゆ　砂糖　片栗粉

手作りチキンナ
ゲット

手作りふりかけご
はん

米　煮干し　こんぶ　かつお節　しそ　ごま　しょ
うゆ　砂糖 ごはん 米

食パン＆マーガリ
ン

食パン　マーガリン
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りんご りんご
大根もち（乳児組；
大根チヂミ※）

だいこん　にんじん　にら　ツナ缶　薄力粉　上新
粉　白玉粉　めんつゆ　ごま油 お菓子 健康志向菓子

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳かしわもち（乳児
組：小豆おにぎ
り）

白玉粉　薄力粉小豆　砂糖　塩（乳児組：白玉粉
薄力粉：不使用　→　米）

野菜ジュース 野菜ジュース（にんじん＆りんご）／（鉄分プラス） 牛乳 牛乳

お菓子 健康志向菓子 カルピスゼリー カルピス　ゼラチン　砂糖

ほうれん草スープ
ほうれんそう　たまねぎ　コーン　油　コンソメ
塩　しょうゆ 玉葱の味噌汁 たまねぎ　わかめ　ねぎ　だし　みそ わかめスープ わかめ　ねぎ　中華だし　しょうゆ　塩　ごま油

さつま芋の天ぷら さつまいも　てんぷら粉　油 白菜のナムル
はくさい　ほうれんそう　にんじん　ごま　砂糖
しょうゆ　ごま油

大根の味噌汁 だいこん　油揚げ　ねぎ　だし　みそ
コロコロ野菜のポ
トフ

キャベツ　じゃがいも　たまねぎ　鶏肉　にんじん
コンソメ　塩　しょうゆ かき玉汁 卵　かまぼこ　みつば　だし　しょうゆ　塩

水菜のおかか和え
きょうな　えのきたけ　にんじん　かつお節　砂糖
しょうゆ 小松菜ののり和え こまつな　にんじん　のり　しょうゆ 洋風煮豆

大豆　ごぼう　にんじん　ベーコン　油　だし　砂
糖　しょうゆ　みりん

食パン＆いちご
ジャム

食パン　いちごジャム もち麦ごはん 米　もち麦

マーボー丼
米　豚ひき肉　豆腐　たまねぎ　しょうが（たんぽ
ぽ組：不使用）　みそ　砂糖　しょうゆ　中華だし
片栗粉　油

鮭のムニエル
さけ　塩　薄力粉　たまねぎ　酢　砂糖　しょうゆ
片栗粉　みりん 豚肉と白菜の煮物 豚肉　はくさい　だし　砂糖　みりん　しょうゆ

そぼろ丼
米　卵　油　鶏ひき肉　だし　砂糖　みりん　しょ
うゆ　片栗粉

スナックパン スナックパン ツナの豆ごはん 米　えんどう豆　ツナ缶　塩

ミートスパゲッ
ティ

スパゲティ　トマト缶　合びき肉　たまねぎ　コン
ソメ　ケチャップ　しょうゆ　砂糖　片栗粉　チー
ズ

牛肉のプルコギ風
牛肉　たまねぎ　ピーマン　ごま油　砂糖　しょう
ゆ
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お菓子 健康志向菓子 バナナケーキ
薄力粉　砂糖　卵　バナナ　牛乳　油　ベーキング
パウダー お菓子 健康志向菓子

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

じゃが芋のすまし
汁

じゃがいも　しめじ　みつば　だし　塩　しょうゆ もやしのスープ もやし　ねぎ　中華だし　しょうゆ　塩　ごま油

焼きうどん
うどん　豚肉　キャベツ　にんじん　油　しょうゆ
砂糖　ごま油　かつお節

白身魚の塩焼き カレイ　塩

ほうれん草のごま
和え

ほうれんそう　にんじん　ごま　砂糖　しょうゆ
コールスローサラ
ダ

キャベツ　にんじん　コーン　青じそドレッシング
ブロッコリーサラ
ダ

ブロッコリー　ごまドレッシング
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ふりかけごはん 米　ふりかけ

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

ビーフカレー（南
瓜フライ）

米　牛肉　じゃがいも　たまねぎ　にんじん　鶏レ
バー　油　カレールウ　かぼちゃ　薄力粉　パン粉

土曜日

2 3 4 5 6

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

お弁当日

・う め ： １１、２１日
・ゆ り ： １３日

・さくら ： １７日

５月の給食献立


