
未満児（午前）

★1 日（ 月 ）
ビスコ
牛乳

2 日（ 火 ） せんべい
牛乳

★6 日（ 土 ） ヨーグルト

★8 日（ 月 ） エリーゼ
牛乳

9 日（ 火 ） 南部せんべいのみみ
牛乳

10 日（ 水 ） ビスケット
牛乳

★11 日（ 木 ） ﾌﾙｰﾂ

★12 日（ 金 ）
白い風船

牛乳

★13 日（ 土 ） ビスコ
牛乳

★15 日（ 月 ） せんべい
牛乳

★16 日（ 火 ） ﾌﾙｰﾂ

17 日（ 水 ） 南部せんべい
牛乳

18 日（ 木 ） せんべい
牛乳

19 日（ 金 ） エリーゼ
牛乳

★20 日（ 土 ） ヨーグルト

★22 日（ 月 ） ビスケット
牛乳

23 日（ 火 ）
クッキー

牛乳

24 日（ 水 ） ﾌﾙｰﾂ

25 日（ 木 ） 白い風船
牛乳

26 日（ 金 ） ビスケット
牛乳

★27 日（ 土 ） プリン

★29 日（ 月 ） ビスコ
牛乳

30 日（ 火 ） ヨーグルト

31 日（ 水 ）
エリーゼ

牛乳

　　　　《　給食目標　》  楽しく食べましょう 　　　　　　　生活リズムについて確認しましょう
入園・進級から一カ月が経過しました。お子さんの様子はいかかでしょうか？

◎たんぽぽ組：いろいろな味があることを知り、楽しく食べましょう 大人も子どもも生活リズムを作ることはとても大切です。
◎ちゅうりっぷ組：スプーンを持って、楽しく食べましょう 生活リズムが整うことで一日元気に過ごすことができます。
◎ゆり組：姿勢を良くして楽しく食べましょう ①早寝早起きをしましょう：十分な睡眠は日中の疲れをいやし、成長ホルモンを
◎★はお弁当箱のいらない日です 　　　　　　　　　　　　　　　　分泌させて脳や体の発育を促します。
　（1・6・8・11・12・13・15・16・20・22・27・29） ②朝ごはんを食べましょう：朝ごはんを食べないと脳が働かず、日中に活動する
◎ゆり組は5月13日（土）頃までに、お米６合をお願いします　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　為のエネルギーも不足してしまいます。

③排便の習慣をつけましょう：朝ごはんを食べることで腸が刺激されて動きだし
☆離乳食は味付けする前に取り分け、離乳の進行に応じて 　　　　　　　　　　　　　　　　　　排便をうながします。

 食べやすい大きさに刻み、加熱調理して提供しています。

カレーライス・福神漬・ウインナー　　お
茶・かぶサラダ・フルーツ

豚肉・じゃが芋・人参・玉葱・ウインナー・か
ぶ・レタス・きゅうり・フルーツ

ごぼうのプルコギ風・キャベツの塩昆布和
え・トマト・なめこの味噌汁・フルーツ

ごぼう・豚肉・人参・ピーマン・春雨・キャベ
ツ・塩昆布・トマト・なめこ・豆腐・フルーツ

サブレ
牛乳

焼きししゃも・炒り豆腐・トマト・豚汁
ﾌﾙｰﾂ

ししゃも・豆腐・干し椎茸・人参・玉葱・玉子・ト
マト・豚肉・大根・ごぼう・油揚げ・フルーツ

サモサ
牛乳

かれいの煮つけ・切干大根の煮物
ﾄﾏﾄ・ごぼうの味噌汁・フルーツ

かれい・生姜・切干大根・さつま揚げ・人参・
いんげん・トマト・ごぼう・フルーツ

お好み焼き
牛乳

納豆丼・もやしのごま和え・トマト　　　フ
ルーツ・わかめの味噌汁

納豆・豚肉・玉葱・人参・もやし・青梗菜・トマ
ト・わかめ・ねぎ・フルーツ

竹輪と人参の甘煮
牛乳

ポークビーンズ・海苔サラダ・トマト
野菜スープ・フルーツ

豚肉・大豆・玉葱・人参・海苔・レタス・トマト・
青梗菜・えのき・フルーツ

よもぎ餅
お茶

ひじき入り玉子焼き・小松菜のなめ茸和
え・トマト・納豆・にらの味噌汁・フルーツ

玉子・ひじき・玉葱・人参・小松菜・なめたけ・
トマト・納豆・にら・厚揚げ・フルーツ

まがりせんべい
ジョア

鮭のパン粉焼き・マカロニサラダ・トマト・
じゃが芋のスープ・フルーツ

鮭・パン粉・人参・玉葱・マカロニ・ハム・きゅう
り・トマト・じゃが芋・フルーツ

ヨーグルト
クッキー

豆腐チャンプルー・キャベツの塩昆布
和え・ﾄﾏﾄ・玉葱の味噌汁・フルーツ

豆腐・豚肉・人参・玉葱・玉子・キャベツ・塩
昆布・わかめ・フルーツ

おこわおにぎり
昆布
お茶

根菜カレー・福神漬・ウインナー・お茶
コーンサラダ・フルーツ

豚肉・ごぼう・レンコン・じゃが芋・人参・ウイン
ナー・コーン缶・レタス・もやし・フルーツ

がんづき
牛乳

赤魚の塩麹焼き・ほうれん草の納豆和
え・トマト・大根の味噌汁・フルーツ

赤魚・塩麹・ほうれん草・人参・納豆・もやし・
トマト・大根・油揚げ・フルーツ

ごまホットケーキ
牛乳

木の葉丼・野菜炒め・トマト・すまし汁・
フルーツ

玉子・かまぼこ・小松菜・キャベツ・玉葱・人
参・トマト・豆腐・えのき・フルーツ

ベジたべる
幼児りんご

〈誕生日会〉
ケチャップライス・グリルチキン・グリーンサラダ・トマト・コンソメスー
プ・フルーツ盛り合わせ

人参・玉葱・鶏肉・レタス・ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・きゅうり・
トマト・キャベツ・玉子・フルーツ

ケーキ
ジョア

焼きホッケ・肉じゃが・トマト　　　　　　け
んちん汁・ﾌﾙｰﾂ

ホッケ・じゃが芋・玉葱・人参・豚肉・いんげ
ん・トマト・豆腐・大根・ごぼう・フルーツ

アスパラガスビスケット
牛乳

焼うどん・カミカミサラダ・トマト・わかめ
スープ・ﾌﾙｰﾂ

うどん・豚肉・キャベツ・玉葱・人参・切干大
根・きゅうり・ごま・トマト・わかめ・フルーツ

マカロニあべかわ
牛乳

鯖カレー・福神漬・ウインナー・お茶
大豆サラダ・フルーツ

鯖・じゃが芋・人参・玉葱・トマト缶・ウイン
ナー・大豆・レタス・もやし・フルーツ

みそもち
お茶

〈春の散策〉
おにぎり・鶏のから揚げ・玉子焼き・ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごまあ
え・フルーツ・ミニゼリー・お茶

鶏肉・玉子・人参・玉葱・ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・ごま・フ
ルーツ・ミニゼリー

かっぱえびせん
ジュース

麻婆丼・春雨サラダ・トマト・玉子スー
プ・ﾌﾙｰﾂ

豚肉・豆腐・人参・玉葱・春雨・きゅうり・トマト・
玉子・にら・フルーツ

スコーン
ジョア

鯖の味噌煮・ふきと人参の煮物・トマト
きのこの味噌汁・フルーツ

鯖・ふき・人参・油揚げ・トマト・えのき・しめじ・
豆腐・フルーツ

　揚げパン
牛乳

ハムエッグ・千切り野菜・トマト・納豆
小松菜の味噌汁・フルーツ

玉子・ハム・キャベツ・人参・トマト・納豆・小松
菜・玉葱・フルーツ

ソフトｻﾗﾀﾞ
牛乳

スパゲッティ・豚肉・玉葱・人参・ひじき・レタ
ス・もやし・トマト・キャベツ・玉子・フルーツ

たべっこどうぶつ
牛乳

チキンカレー・福神漬・ウインナー・お
茶・海藻サラダ・フルーツ

鶏肉・じゃが芋・人参・玉葱・ウインナー・わか
め・レタス・もやし・かにかま・フルーツ

ロールケーキ
牛乳

ヨーグルト
せんべい

ごぼうドライカレー・福神漬・ウインナー  ・
お茶・コールスローサラダ・フルーツ

豚肉・ごぼう・じゃが芋・人参・玉葱・ウイン
ナー・キャベツ・コーン缶・きゅうり・フルーツ

こつぶっこ
牛乳
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親子玉子焼き・ビーフンソテー・納豆
ﾄﾏﾄ・かぶの味噌汁・フルーツ

玉子・鶏肉・人参・干し椎茸・いんげん・ビーフ
ン・キャベツ・ピーマン・玉葱・納豆・かぶ・油
揚げ・フルーツ

たぬきおにぎり
いりこ
お茶

肉味噌スパゲッティ・ひじきサラダ・トマ
ト・野菜スープ・フルーツ


