
栄町保育園(一般)

◎栄養価は以上児

曜日 献立名 材料

（１日）りんご、 御飯 米、胚芽米 チーズ入り蒸しまんじゅう

牛乳、麦茶 鮭のにんにく風味焼き さけ、にんにく、しょうゆ、みりん、酒、ごま油  小麦粉、ベーキングパウダー、三温糖 562 Kcal

（２7日） 小松菜のおかか和え こまつな、にんじん、油揚げ、かつお節、しょうゆ  スキムミルク、牛乳、プロセスチーズ

さつまいも、飲む キャベツともやしの味噌汁 キャベツ、もやし、たまねぎ、みそ、かつお・昆布だし汁 牛乳 28.1 ｇ

ヨーグルト、麦茶 麦茶 麦茶（浸出液） 麦茶

バナナ 肉みそうどん うどん、豚ひき肉、玉葱、人参、しいたけ、油、みそ、酒、三温糖、片栗粉 お菓子

牛乳 かぼちゃの甘煮 かぼちゃ、しょうゆ、三温糖、かつお・昆布だし汁、みりん  せんべい、クッキー 710 Kcal

麦茶 麸のスープ 焼ふ、たまねぎ、にんじん、かつお・昆布だし汁、塩、しょうゆ

バナナ バナナ 牛乳 29.1 ｇ

麦茶 麦茶（浸出液） 麦茶

バナナ ロールパン ロールパン 芋羊羹

牛乳 鶏肉のクリーム煮 鶏肉、酒、チンゲン菜、玉葱、人参、油、牛乳、コンソメ、塩、片栗粉  さつまいも、かんてん、三温糖、塩 619 Kcal

麦茶 キャベツとトマトの中華あえ キャベツ、スイートコーン缶、トマト、ごま油、酢、しょうゆ、三温糖

しめじの野菜スープ かつお・昆布だし汁、にんじん、たまねぎ、しめじ、塩、しょうゆ 牛乳 24.8 ｇ

麦茶 麦茶（浸出液） 麦茶

りんご 御飯 米、胚芽米 マシュマロフレーク

牛乳 豚キャベツと厚揚げの味噌炒め 豚肉、生揚げ、キャベツ、人参、みそ、酒、みりん、三温糖、醤油、片栗粉、にんにく、油  コーンフレーク、マシュマロ、バター 632 Kcal

麦茶 大根とツナのあえ物 だいこん、きゅうり、スイートコーン缶、ツナ、マヨネーズ、塩、こしょう

麩とわかめのすまし汁 焼ふ、わかめ、ねぎ、かつお・昆布だし汁、しょうゆ、塩 牛乳 21.6 ｇ

麦茶 麦茶（浸出液） 牛乳

バナナ ハヤシライス 米、胚芽米、豚肉、たまねぎ、マッシュルーム、ホールトマト缶詰、 お菓子

牛乳 ケチャップ、ウスターソース、コンソメ、三温糖、小麦粉、バター  せんべい、クッキー 690 Kcal

麦茶 フレンチサラダ キャベツ、きゅうり、にんじん、酢、塩、油

大根のスープ だいこん、たまねぎ、かつお・昆布だし汁、塩、しょうゆ、わかめ 牛乳 25.2 ｇ

りんご、麦茶 りんご、麦茶（浸出液） 麦茶

りんご 御飯 米、胚芽米 絞りだし抹茶クッキー

牛乳 炒り豆腐 木綿豆腐、たまねぎ、にんじん、鶏ひき肉、油、みりん、三温糖、しょうゆ、卵  小麦粉、抹茶、バター、卵、三温糖 544 Kcal

麦茶 春キャベツサラダ キャベツ、にんじん、きゅうり、スナップえんどう、酢、油、塩

大根の味噌汁 わかめ、だいこん、たまねぎ、みそ、かつお・昆布だし汁 牛乳 19.8 ｇ

麦茶 麦茶（浸出液） 麦茶

バナナ 鶏南蛮うどん うどん、かつお・昆布だし汁、にんじん、しいたけ、 梅菜飯おにぎり

牛乳 たまねぎ、鶏もも肉、みりん、塩、しょうゆ  米、胚芽米、梅菜飯ふりかけ 574 Kcal

麦茶 じゃが芋の煮っころがし じゃがいも、みそ、ごま油、三温糖

ひじきの和風サラダ ひじき、きゅうり、かにかまぼこ、にんじん、ごま、マヨネーズ、しょうゆ 牛乳 20.5 ｇ

麦茶 麦茶（浸出液） 麦茶

バナナ 中華丼 米、胚芽米、チンゲンサイ、にんじん、たけのこ、ねぎ、豚肉、 じゃこトースト

牛乳 オイスターソース、しょうゆ、、中華だしの素、三温糖、片栗粉、ごま油  食パン、しらす干し、マヨネーズ、 608 Kcal

麦茶 切干大根のサラダ 切干大根、にんじん、キャベツ、ごま油、酢、しょうゆ、三温糖  あおのり、パルメザンチーズ

中華スープ たまねぎ、にんじん、わかめ、塩、中華だしの素 牛乳 24.4 ｇ

麦茶 麦茶（浸出液） 麦茶

りんご 御飯 米、胚芽米 りんごのカップケーキ

牛乳 鶏肉のバーベキューソース風 鶏もも肉、ケチャップ、中濃ソース、三温糖、油  小麦粉、ベーキングパウダー、三温糖、 589 Kcal

麦茶 アスパラサラダ グリーンアスパラガス、キャベツ、にんじん、酢、塩、油、しょうゆ  牛乳、バター、りんごジャム

わかめスープ わかめ、たまねぎ、葉ねぎ、かつお・昆布だし汁、塩、しょうゆ 牛乳 26.3 ｇ

麦茶 麦茶（浸出液） 麦茶

バナナ ソース焼きそば 焼きそばめん、豚肉、キャベツ、人参、もやし、ごま油、ウスターソース、中濃ソース お菓子

牛乳 かぼちゃの甘煮 かぼちゃ、しょうゆ、三温糖、かつお・昆布だし汁、みりん  せんべい、クッキー 714 Kcal

麦茶 麸のスープ 焼ふ、たまねぎ、にんじん、かつお・昆布だし汁、塩、しょうゆ

バナナ バナナ 牛乳 25.2 ｇ

麦茶 麦茶（浸出液） 麦茶

りんご 御飯 米、胚芽米 ココアちんすこう

牛乳 豚肉とたけのこの炒め物 豚肉、みりん、生姜、片栗粉、ごま油、玉葱、たけのこ、三温糖、酒、塩、醤油  小麦粉、ベーキングパウダー、ココア、 658 Kcal

麦茶 そら豆のホクホクサラダ そらまめ、じゃがいも、にんじん、コーン缶、マヨネーズ、塩、レモン果汁  三温糖、油

ねぎと大根の味噌汁 だいこん、にんじん、ねぎ、みそ、かつお・昆布だし汁 牛乳 22.6 ｇ

麦茶 麦茶（浸出液） 麦茶

バナナ タンメン 干し中華めん、豚肉、しょうが、たまねぎ、キャベツ、にんじん、 甘夏ヨーグルト

牛乳 油、かつお・昆布だし汁、塩、しょうゆ  なつみかん缶、無糖ヨーグルト、三温糖 482 Kcal

麦茶 ジャーマン南瓜 かぼちゃ、ウインナー、パセリ、たまねぎ、油、塩

チョレギサラダ風 レタス、きゅうり、人参、ごま、ごま油、三温糖、酢、醤油、塩、にんにく 麦茶 16.3 ｇ

麦茶 麦茶（浸出液）

さつまいも チャーハン風混ぜご飯 米、胚芽米、油、にんにく、にんじん、たまねぎ、鶏肉、コンソメ、塩、しょうゆ ミートパイ

飲むヨーグルト 鰆の磯辺揚げ さわら、塩、あおのり、小麦粉、油  豚ひき肉、玉葱、餃子の皮、ケチャップ、 639 Kcal

麦茶 野菜スティック きゅうり、にんじん、だいこん、みそ、マヨネーズ  ウスターソース、片栗粉、とろけるチーズ

ジュリエンヌスープ にんじん、たまねぎ、キャベツ、塩、コンソメ、しょうゆ 牛乳 27.4 ｇ

麦茶 麦茶（浸出液） 麦茶

さつまいも 深川めし 米、胚芽米、あさり、人参、蓮根、生姜、ごま油、塩、醤油、酒、焼きのり かぼちゃのチーズケーキ

飲むヨーグルト 花シュウマイ 豚ひき肉、玉葱、生姜、三温糖、酒、醤油、塩、片栗粉、ごま油、しゅうまいの皮  かぼちゃ、クリームチーズ、生クリーム、 674 Kcal

麦茶 きゅうりのナムル きゅうり、わかめ、もやし、コーン缶、ごま、しょうゆ、酢、三温糖、ごま油  卵、三温糖、小麦粉、ビスケット、バター

中華風キャベツスープ ねぎ、キャベツ、中華だしの素、ごま油、塩、しょうゆ 牛乳 22.1 ｇ

麦茶 麦茶（浸出液） 麦茶

日付 栄養価

1
金

27
水

エネルギー

たんぱく質

2 土

エネルギー

たんぱく質

7 21 木

エネルギー

たんぱく質

8 22 金

エネルギー

たんぱく質

9 23 土

エネルギー

たんぱく質

11 25 月

エネルギー

たんぱく質

12 26 火

エネルギー

たんぱく質

13 水

エネルギー

たんぱく質

14 28 木

エネルギー

たんぱく質

15 29 金

エネルギー

たんぱく質

16 30 土

エネルギー

たんぱく質

たんぱく質

19 火

エネルギー

たんぱく質

２０２０年５月の給食

20 水

エネルギー

たんぱく質

18 月

エネルギー

４月 お誕生日会メニュー

５月 お誕生日会メニュー
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