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トマト、たまねぎ、かぶ・葉、にんじん、か
ぶ、きゅうり、キャベツ、にんにく、焼きのり

日本茶、(  八十八夜）
かしわ餅
乳児クラスミニたい焼き

鯉のぼりパン、ミネストローネスープ、
かぶとハンバーグ、
子どもの日ゼリー

ミルクパン、油、マヨ
ネーズ、パン粉

まめぴよいちご

10時おやつ

牛乳 ほうじ茶、
じゃこ菜おにぎり

クロワッサン、ジュリアンスープ（フランス）、
タンドリーチキン、彩り和え、
キウイフルーツ

まめぴよバナナ

日付 昼食
　　　　　　　　　　　材         料        名

豚ひき肉、牛乳、ベーコン、卵、
ツナ油漬缶、スライスチーズ、◎
調製豆乳

3時おやつ
(◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

飲むヨーグルト オレンジジュース、
揚げぱん

○牛乳、○調製豆乳、木綿豆腐、油揚げ、
○ハム、○チーズ、米みそ（淡色辛みそ）、
鶏ひき肉、えび（むき身）、卵

バナナ、トマト、きゅうり、キャベツ、なめこ、
コーン（冷凍）、ねぎ、糸みつば、にんじ
ん、たけのこ（ゆで）、しょうが

ご飯、みそ汁（なめこ・油揚げ・三つ葉）、
きゃべつと豆腐のふうわふわ揚げ、
トマトサラダ、バナナ

米、○ホットケーキ粉、油、三
温糖、○マーガリン、マヨネー
ズ、○砂糖、片栗粉

冷やしきつねうどん、
ひじき卵焼き、
だいこんサラダ、りんご

牛乳、
ハムのパンケーキ

スパゲティー、○小麦
粉、オリーブ油、砂糖、
ごま油

クロワッサン、○米、三
温糖、オリーブ油、○ご
ま油

鶏もも肉、ヨーグルト(無糖)、ベー
コン、ハム、すりごま、○しらす干
し、◎牛乳

○牛乳、豚肉(ばら)、○たこ(茹)、
アーモンド（乾）、ごま、○かつお
節、◎調製豆乳

グレープフルーツ、○キャベツ、ブロッコリー、た
まねぎ、しめじ、えのきたけ、赤ピーマン、黄
ピーマン、ピーマン、葉ねぎ、カットわかめ、○
あおのり

卵、油揚げ、ほたて貝柱水煮
缶、かまぼこ、ごま、◎ヨーグルト
(ドリンク)

りんご、○オレンジ天然果汁、だいこん、
きゅうり、ねぎ、にんじん、ひじき、カットわ
かめ

ゆでうどん、○ロールパ
ン、○グラニュー糖、○
油、油、三温糖、ごま油、
砂糖

キウイフルーツ、もやし、にんじん、きゅう
り、キャベツ、たまねぎ、ピーマン、○こま
つな、コーン（冷凍）、にんにく

米、○小麦粉、○コーンフレー
ク、○砂糖、さといも、さつまい
も、板こんにゃく、三温糖

ミックスジュース
（もも缶）

牛乳、
ココアちんすこう

豆乳 牛乳、
たこ焼き

牛肉の味噌丼、ニラ玉スープ、
春雨のマヨネーズサラダ、
パイナップル

米、○小麦粉、○砂
糖、○油、マヨネーズ、
はるさめ、油、砂糖、◎
三温糖

○牛乳、◎豆乳、牛肉(肩ロー
ス)、卵、ハム、米みそ（淡色辛み
そ）

パイナップル、たまねぎ、チンゲンサイ、
きゅうり、◎バナナ、にんじん、赤ピーマ
ン、◎りんご、◎もも缶（黄桃）、にら

焼肉スパゲティ、わかめスープ、
ブロッコリーときのこのサラダ、
グレープフルーツ

バナナ、きゅうり、もやし、コーン缶、にら、
ねぎ、にんじん、塩こんぶ、カットわかめ、
○あおのり

コーンラーメン、焼き餃子、
きゅうりと人参の昆布和え、
バナナ

ゆで中華めん、○食パ
ン、○マヨネーズ、ごま
油

まめぴよいちご 牛乳、
コーンフレークッキー

飲むヨーグルト 豆乳、
和風ラスク

○牛乳、卵、鶏もも肉、○バ
ター、○卵、凍り豆腐、◎調製豆
乳

りんご、たまねぎ、こまつな、にんじん、な
めたけ、ねぎ、きゅうり、だいこん、れんこ
ん、しいたけ、焼きのり

親子丼（凍り豆腐入り）、
ざくざく汁（福島県）、
小松菜のなめたけ和え、りんご

豆乳、
あんドーナツ

ほうじ茶、
おかかおにぎり

牛乳 飲むヨーグルト、
クロワッサン
（ウインナー）

豆乳ロール、コンソメスープ、
ミートローフ、和風サラダ、
パイナップル

○米、ロールパン、パン
粉、油、三温糖

豚ひき肉、牛ひき肉、牛乳、卵、
○ごま、○かつお節

パイナップル、たまねぎ、キャベツ、ミック
スベジタブル（冷凍）、にんじん、コーン
缶、カットわかめ、きゅうり

○クロワッサン、米、
油、砂糖

○ヨーグルト(ドリンク)、さけ、○ウ
インナー、米みそ（淡色辛み
そ）、ベーコン、ごま、◎牛乳

グレープフルーツ、たまねぎ、ほうれんそ
う、はくさい、もやし、チンゲンサイ、にんじ
ん、たけのこ（ゆで）、ピーマン

幼児りんご、
塩せんべい、
プリン

豆乳、 ほうじ茶、
アイスクリーム

ご飯・たくあん、とろろ昆布汁、
鶏肉のごま味噌焼、
キャベツのお浸し、オレンジ

米、焼ふ(車ふ）、砂糖

グリンピース御飯、みそ汁（じゃが芋・長葱）、
かじきのしょうが焼き、白和え、
オレンジ

米、じゃがいも、マヨ
ネーズ、砂糖

○アイスクリーム、木綿豆腐、か
じき、米みそ（淡色辛みそ）、ハ
ム、ごま、◎調製豆乳

オレンジ、ブロッコリー、りんご、グリンピー
ス、ねぎ、にんじん、カットわかめ、こんぶ
（だし用）

まめぴよバナナ 牛乳、
ハムのパンケーキ

飲むヨーグルト オレンジジュース、
揚げぱん

牛乳 チキンフィレサンド、りんごジュース、
フライドポテト、コールスローサラダ、
いちごヨーグルト（お店さん　ケンタッキー編）

フライドポテト、バー
ガーパン、マヨネーズ、
油、○砂糖、砂糖

ご飯、みそ汁（なめこ・油揚げ・三つ葉）、
きゃべつと豆腐のふうわふわ揚げ、
トマトサラダ、バナナ

米、○ホットケーキ粉、油、三
温糖、○マーガリン、マヨネー
ズ、○砂糖、片栗粉

○牛乳、○調製豆乳、木綿豆腐、油揚げ、
○ハム、○チーズ、米みそ（淡色辛みそ）、
鶏ひき肉、えび（むき身）、卵

牛乳

まめぴよいちご りんご、たまねぎ、こまつな、にんじん、な
めたけ、ねぎ、きゅうり、だいこん、れんこ
ん、しいたけ、焼きのり

グレープフルーツ、ねぎ、にんじん、きゅう
り、えのきたけ、コーン缶、万能ねぎ、にん
にく、しょうが

冷やしきつねうどん、
ひじき卵焼き、
だいこんサラダ、りんご

ゆでうどん、○ロールパ
ン、○グラニュー糖、○
油、油、三温糖、ごま油、
砂糖

卵、油揚げ、ほたて貝柱水煮
缶、かまぼこ、ごま、◎ヨーグルト
(ドリンク)

豆乳 ○牛乳、◎豆乳、牛肉(肩ロー
ス)、卵、ハム、米みそ（淡色辛み
そ）

パイナップル、たまねぎ、チンゲンサイ、
きゅうり、◎バナナ、にんじん、赤ピーマ
ン、◎りんご、◎もも缶（黄桃）、にら

飲むヨーグルト 豆乳、
和風ラスク

マーボー丼、えのきのスープ、
サイコロサラダ、
グレープフルーツ

米、じゃがいも、マヨ
ネーズ、片栗粉、三温
糖、ごま油

○牛乳、木綿豆腐、豚ひき肉、
ベーコン、米みそ（淡色辛み
そ）、◎牛乳

コーンラーメン、焼き餃子、
きゅうりと人参の昆布和え、
バナナ

ゆで中華めん、○食パ
ン、○マヨネーズ、ごま
油

○調製豆乳、◎ヨーグルト(ドリン
ク)、なると、○粉チーズ、○ごま

バナナ、きゅうり、もやし、コーン缶、にら、
ねぎ、にんじん、塩こんぶ、カットわかめ、
○あおのり

親子丼（凍り豆腐入り）、
ざくざく汁（福島県）、
小松菜のなめたけ和え、りんご

牛乳、クリームパン

牛乳、
コーンフレークッキー

りんご、○オレンジ天然果汁、だいこん、
きゅうり、ねぎ、にんじん、ひじき、カットわ
かめ

米、○小麦粉、○コーンフレー
ク、○砂糖、さといも、さつまい
も、板こんにゃく、三温糖

○牛乳、卵、鶏もも肉、○バ
ター、○卵、凍り豆腐、◎調製豆
乳

牛肉の味噌丼、ニラ玉スープ、
春雨のマヨネーズサラダ、
パイナップル

米、○小麦粉、○砂
糖、○油、マヨネーズ、
はるさめ、油、砂糖、◎
三温糖

飲むヨーグルト あんかけ焼そば、中華スープ、シュウマイ、
ほうれん草ともやしのナムル、
グレープフルーツ

焼きそばめん、片栗
粉、ごま油、三温糖

○調製豆乳、豚肉(ばら)、○ゆで
あずき缶、ベーコン、ごま、◎
ヨーグルト(ドリンク)

豆乳

令和4年 5月　給食献立表

○アイスクリーム、木綿豆腐、か
じき、米みそ（淡色辛みそ）、ハ
ム、ごま、◎調製豆乳

まめぴよバナナ

鶏もも肉、ごま、米みそ（淡色辛
みそ）、かつお節、◎調製豆乳

たけのこご飯、キャベツのみそ汁、
鮭の塩焼き、
切り干し大根とベーコンの煮付け、キウイフルーツ

キウイフルーツ、たけのこ（ゆで）、にんじ
ん、キャベツ、こんぶ（だし用）、もやし、し
いたけ、切り干しだいこん、さやえんどう

○調製豆乳、◎ヨーグルト(ドリン
ク)、なると、○粉チーズ、○ごま

オレンジ、ブロッコリー、りんご、グリンピー
ス、ねぎ、にんじん、カットわかめ、こんぶ
（だし用）

牛乳、
ココアちんすこう

ほうじ茶、
アイスクリーム
（アイスクリームの日）

紅茶、
ケーキ

バナナ、トマト、きゅうり、キャベツ、なめこ、
コーン（冷凍）、ねぎ、糸みつば、にんじ
ん、たけのこ（ゆで）、しょうが

オレンジ、きゅうり、キャベツ、葉ねぎ、だい
こん（たくあん）、にんじん、とろろこんぶ、
○幼児りんご

ヨーグルト(無糖)、チキンナゲッ
ト、◎牛乳、◎チキンナゲット

りんご天然果汁、キャベツ、いちごジャム、
レタス、にんじん、コーン（冷凍）、きゅうり

子どもの日

豆乳 グリンピース御飯、みそ汁（じゃが芋・長葱）、
かじきのしょうが焼き、白和え、
オレンジ

米、じゃがいも、マヨ
ネーズ、砂糖

幼児牛乳 ハヤシライス、りんごジュース、
アスパラとトマトのサラダ、
ヨーグルト

米、マヨネーズ、油

牛乳、
スラッピージョー

○調製豆乳、ヨーグルト(加糖)、
豚肉(ロース)、◎牛乳

りんご天然果汁、トマト、たまねぎ、にんじ
ん、グリーンアスパラガス、マッシュルー
ム、コーン（冷凍）

豆乳、
ベルギーワッフル

憲法記念日

豆乳 ご飯、若竹汁、揚げ里芋の甘煮 、
野菜のごま酢和え、
オレンジ                            (精進料理の日）

米、さといも（冷凍）、○バター
ロール、片栗粉、油、○小麦
粉、砂糖、○油、三温糖、○パ
ン粉

○牛乳、○豚ひき肉、米みそ（甘
みそ）、すりごま、◎調製豆乳

オレンジ、キャベツ、にんじん、○たまね
ぎ、たけのこ、○ホールトマト缶詰、○にん
じん、カットわかめ

みどりの日

社会福祉法人多摩養育園
光明第六保育園

ｴﾈﾙｷﾞ‐   ﾀﾝﾊﾟｸ質 脂質 ｶﾙｼｳﾑ 鉄 ﾋﾞﾀﾐﾝＡ ﾋﾞﾀﾐﾝB1 ﾋﾞﾀﾐﾝB2  ﾋﾞﾀﾐﾝC

3歳以上児 566kcal   19.8g    20.0g  177mg  2.2mg  162μｇ 0.33mg   0.32mg  45mg
3歳未満児 523kcal   19.0g    19.7g  217mg  2.5mg  145μｇ 0.31mg   0.32mg  36mg

＊食材の都合により献立を変更することがあります。ご了承下さい＊

☆ 一日あたりの平均給与量 （今月の食育・行事食）

０２日 子どもの日メニュー

（おやつ かしわもち 乳児クラスミニたい焼きが出ます。）

０６日精進料理

０９日 アイスクリームの日 １３日ミックスジュース作り（心組）

２４日 お店屋さん ケンタッキー編

２４日 誕生会メニュー


