
2022年05月の献立 中期食、後期食

②洗ったささげと1Lの水をなべにいれて１
５分煮る。煮えたら、ザルで汁と豆を分けて
おく。

③炊飯器に①の米を入れ、②の煮汁、水を合
わせて２合半の線に合わせて入れる。軽くか
き混ぜ、上に②のささげを広げて、炊く。

・黒ゴマ、塩
④炊けたら、ざっくり混ぜて、ゴマ塩を振っ
て食べる。

・水２合の線ぐらい（410ｍｌ）

・ささげ　30ｇ

・米　２合

苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

　新入の子どもたちも４月初めは泣いて登園という姿もありましたが、日中はクラスの中
で安心して過ごせている様子です。給食の方も新学期は食べやすさを中心に献立を
考えています。たいようぐみでは、一番大きいクラスになったお祝いの手巻き寿司パー
ティをしました。たいようぐみになったら食べられると、楽しみにいていた子どもたち。かじ
きの竜田揚げと、照り焼き、キュウリの具で、のりの上にご飯、具をのせて、たくさん巻い
て食べました。はじめは１人４～５枚ののりで用意していましたが、またさらにおかわりし
て、たくさん食べました。他のクラスも、水遊びや泥あそび、お散歩など元気に遊ぶ中
で食欲が育ち、意欲にもつながっていきます。　これからが楽しみですね。

お赤飯の作り
方

①もち米と米を合わせてとぎます。ザルにあ
けて水をきります。

肉団子スープ
玉ねぎ　人参　小松菜　春雨　豚
ひき肉　昆布　片栗粉　塩　しょ
うゆ

ミネストロー
ネスープ

玉ねぎ　人参　大根　キャベツ
昆布　水　鶏ひき肉　ケチャップ

完了食

きな粉がゆ 七分つき米　水　きな粉　きび砂糖 パンがゆ 食パン　粉ミルク

・もち米　１合

春雨と挽肉の
炒め煮

たまねぎ　にんじん　はるさめ
豚ひき肉　しょうゆ　こまつな

さつま芋のみ
たらし和え

さつまいも　しょうゆ　きび砂糖
片栗粉

具だくさん汁
玉ねぎ　人参　大根　小松菜　昆
布　鶏ひき肉　みそ

けんちんうど
ん

玉ねぎ　人参　大根　小松菜　昆
布　鶏ひき肉　豆腐　しょうゆ
うどん

おかゆ 七分つき米　水

にんじん　だいこん　たまねぎ
こんぶ　水　鶏ひき肉　みそ

具だくさん汁
玉ねぎ　人参　大根　こんぶ　水
豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ
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七分つき米　水　にんじん　だい
こん　鶏ひき肉　しょうゆ

野菜のスープ
玉ねぎ　人参　キャベツ　じゃが
いも　昆布　鶏ひき肉　ケチャッ
プ

シチュー
じゃが芋　玉ねぎ　人参　ミルク
鶏ひき肉　昆布だし汁　食塩

野菜のスープ
玉ねぎ　人参　大根　キャベツ
昆布　水　豚ひき肉　食塩

具だくさん汁
玉ねぎ　人参　大根　　じゃがい
も　昆布だし汁　豚ひき肉　みそ

具だくさん汁

玉ねぎ　人参　ピーマン　豚ひき
肉　ケチャップ　マカロニ

こまつながゆ
米　人参　小松菜　しらす干し
しょうゆ　きび砂糖

にんじんがゆ
七分つき米　にんじん　しらす干
し　しょうゆ　きび砂糖

おじや

かぼちゃサラ
ダ風

かぼちゃ　にんじん　たまねぎ
鶏ひき肉　食塩　酢　油

魚と豆の煮物
玉ねぎ 人参 ごぼう いんげん 昆
布　たら だいず 砂糖 しょうゆ
片栗粉

ケチャップが
ゆ

七分つき米　たまねぎ　にんじん
鶏ひき肉　ケチャップ　食塩

パンがゆ 食パン　粉ミルク
マカロニミー
トソース

白身魚の煮物
たまねぎ　にんじん　かぼちゃ
たら　きび砂糖　しょうゆ　片栗
粉

ポークビーン
ズ

だいず 豚ひき肉 じゃが芋 玉ねぎ
人参 ホールトマト 塩 ケチャップ

じゃが芋のそ
ぼろ煮

たまねぎ　にんじん　じゃがいも
豚ひき肉　きび砂糖　しょうゆ

たまねぎ　にんじん　かぼちゃ
昆布　水　淡色みそ

沢煮椀
人参　大根　ごぼう　小松菜　昆
布　豚ひき肉　食塩　しょうゆ

野菜スープ
たまねぎ　にんじん　こんぶ　豚
ひき肉　しょうゆ

豚汁

七分つき米　水 おかゆ 七分つき米　水 そぼろがゆ
七分つき米　水　鶏ひき肉　しょ
うゆ

豚汁
玉ねぎ　人参　大根　じゃがいも
こんぶ　豚ひき肉　絹豆腐　みそ

野菜スープ
豚ひき肉　たまねぎ　にんじん
キャベツ　食塩　こんぶ

みそ汁

28

おかゆ 七分つき米　水 バターピラフ
七分つき米　鶏ひき肉　たまねぎ
にんじん　食塩　こんぶ

おかゆ 七分つき米　水 おかゆ

にんじん　だいこん　たまねぎ
こんぶ　鶏ひき肉　みそ
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豚ひき肉　たまねぎ　キャベツ
人参　じゃがいも　食塩　昆布

ミネストロー
ネスープ

玉ねぎ　人参　大根　キャベツ
昆布　水　鶏ひき肉　ケチャップ

具だくさん汁
玉ねぎ　人参　小松菜　昆布　鶏
ひき肉　豆腐　しょうゆ

具だくさん汁

七分つき米　水　たまねぎ　にん
じん　鶏ひき肉　油　食塩

かぼちゃがゆ 七分つき米　水　かぼちゃ おじや
七分つき米　たまねぎ　にんじん
鶏ひき肉　しょうゆ　こんぶ

具だくさん汁
にんじん　たまねぎ　だいこん
昆布　豚ひき肉　みそ　豆腐

豚汁
玉ねぎ 人参 大根 ごぼう 昆布
じゃが芋 小松菜 豚ひき肉 みそ
豆腐

野菜スープ

かぼちゃ　たまねぎ　豚ひき肉
きび砂糖　しょうゆ

さつま芋がゆ さつまいも　七分つき米　水 さつま芋がゆ さつまいも紅あずま　七分つき米　水 そぼろがゆ 米　鶏ひき肉　しょうゆ　きび砂糖 ピラフ風

玉ねぎ　人参　昆布　水　キャベ
ツ　じゃがいも　豚ひき肉　しょ
うゆ

肉じゃが
たまねぎ　にんじん　じゃがいも
豚ひき肉　しょうゆ　きび砂糖

煮込みハン
バーグ

豚ひき肉  豆腐 片栗粉 人参 キャ
ベツ 片栗粉 ケチャップ ソース

鶏団子の野菜
あんかけ

鶏ひき肉　たまねぎ　にんじん
しょうゆ　片栗粉　水

春雨と挽肉の
炒め煮

たまねぎ　にんじん　はるさめ
豚ひき肉　しょうゆ　こまつな

かぼちゃのそ
ぼろ煮

みそ　煮干だし汁　かぼちゃ 具だくさん汁
玉ねぎ　人参　大根　小松菜　昆
布　鶏ひき肉　みそ

みそ汁
たまねぎ　にんじん　キャベツ
昆布　木綿豆腐　豚ひき肉　みそ

野菜のスープ

七分つき米　水 おかゆ 七分つき米　水 ピラフ風
七分つき米　水　たまねぎ　にん
じん　鶏ひき肉　食塩

みそ汁 玉ねぎ　人参　昆布　みそ　かぶ シチュー
人参　玉ねぎ　昆布　じゃがいも
かぼちゃ　鶏ひき肉　ミルク

みそ汁

21

軟飯 七分つき米　水 パンがゆ 食パン　育児用ミルク　水 鶏五目風がゆ
七分つき米　鶏ひき肉　にんじん
だいこん　絹ごし豆腐　しょうゆ

おかゆ

玉ねぎ　人参　大根　こんぶ　水
豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ

16 17 18 19 20

玉ねぎ　人参　小松菜　春雨　豚
ひき肉　昆布　片栗粉　塩　しょ
うゆ

具だくさん汁
にんじん　たまねぎ　だいこん
じゃがいも　昆布　豚ひき肉　み
そ

具だくさん汁
にんじん　だいこん　たまねぎ
こんぶ　水　鶏ひき肉　みそ

具だくさん汁

七分つき米　にんじん　こまつな
しらす干し　しょうゆ　きび砂糖

にんじんがゆ
七分つき米　にんじん　しらす干
し　しょうゆ　きび砂糖

おじや
七分つき米　水　にんじん　だい
こん　鶏ひき肉　しょうゆ

野菜のスープ
玉ねぎ　人参　キャベツ　じゃが
いも　昆布　鶏ひき肉　ケチャッ
プ

シチュー
じゃが芋　玉ねぎ　人参　ミルク
鶏ひき肉　昆布だし汁　食塩

肉団子スープ

魚と豆の煮物
玉ねぎ 人参 ごぼう いんげん 昆
布　たら だいず 砂糖 しょうゆ
片栗粉

ケチャップが
ゆ

七分つき米　たまねぎ　にんじん
鶏ひき肉　ケチャップ　食塩

パンがゆ 食パン　粉ミルク きな粉がゆ 七分つき米　水　きな粉　きび砂糖 こまつながゆ

たまねぎ　にんじん　こんぶ　豚
ひき肉　ワンタンの皮　しょうゆ

豚汁

白身魚の煮物
たまねぎ　にんじん　かぼちゃ
たら　きび砂糖　しょうゆ　片栗
粉

ポークビーン
ズ

だいず 豚ひき肉 じゃが芋 玉ねぎ
人参 ホールトマト 塩 ケチャップ

かぼちゃサラ
ダ風

かぼちゃ　にんじん　たまねぎ
鶏ひき肉　食塩　酢　油

七分つき米　水　鶏ひき肉　しょ
うゆ

豚汁
玉ねぎ　人参　大根　じゃがいも
こんぶ　豚ひき肉　絹豆腐　みそ

野菜スープ
豚ひき肉　たまねぎ　にんじん
キャベツ　食塩　こんぶ

さつま芋のみ
たらし和え

さつまいも　しょうゆ　きび砂糖
片栗粉

沢煮椀
人参　大根　ごぼう　小松菜　昆
布豚ひき肉　食塩　しょうゆ

ワンタンスー
プ

玉ねぎ　人参　大根　小松菜　昆
布　鶏ひき肉　豆腐　しょうゆ
うどん

おかゆ 七分つき米　水 おかゆ 七分つき米　水 そぼろがゆ

13 14

おかゆ 七分つき米　水 バターピラフ
七分つき米　鶏ひき肉　たまねぎ
にんじん　食塩　こんぶ

けんちんうど
ん

玉ねぎ　人参　小松菜　昆布　鶏
ひき肉　豆腐　しょうゆ

具だくさん汁
にんじん　だいこん　たまねぎ
こんぶ　鶏ひき肉　みそ

9 10 11 12

七分つき米　たまねぎ　にんじん
鶏ひき肉　しょうゆ　こんぶ

具だくさん汁
にんじん　たまねぎ　だいこん
昆布　豚ひき肉　みそ　絹豆腐

具だくさん汁

かぼちゃがゆ 七分つき米　水　かぼちゃ おじや

かぼちゃのそ
ぼろ煮

かぼちゃ　たまねぎ　豚ひき肉
きび砂糖　しょうゆ

さつま芋がゆ さつまいも紅あずま　七分つき米　水

たまねぎ　にんじん　キャベツ
昆布　木綿豆腐　豚ひき肉　みそ

野菜のスープ
玉ねぎ　人参　昆布　水　キャベ
ツ　じゃがいも　豚ひき肉　しょ
うゆ

肉じゃが
たまねぎ　にんじん　じゃがいも
豚ひき肉　しょうゆ　きび砂糖

七分つき米　水　たまねぎ　にん
じん　鶏ひき肉　食塩

みそ汁
たまねぎ　にんじん　こんぶ　水
みそ　かぶ

みそ汁

おかゆ 七分つき米　水 ピラフ風

6 7

軟飯 七分つき米　水

土曜日

たまねぎ　だいこん　にんじん
こんぶ　水　じゃがいも　豚ひき

肉　絹ごし豆腐　みそ

たまねぎ　だいこん　にんじん
昆布　水　じゃがいも　豚ひき肉

絹ごし豆腐　みそ

2 3 4 5

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日


