
令和4年度

ごはん 米 ルヴァン・牛乳 ぶどうパン ぶどうパン とろべー・牛乳
鶏のねぎ焼き 鶏もも肉・ねぎ・醤油・酒・みりん 鶏のサクサク焼き 鶏もも肉・塩・パン粉・パセリ・ウスター・ケチャップ

切干大根の煮物 切干大根・油揚げ・人参・醤油・砂糖・みりん・かつお節 ごまごまケーキ・牛乳 人参ごまサラダ 人参・胡瓜・ブロッコリー・ツナ・ごま・酢・醤油・砂糖 焼き豚チャーハン・牛乳
さつま芋の味噌汁 さつま芋・玉葱・キャベツ・人参・味噌 ホットケーキ粉・砂糖・牛乳・バター 和風ポトフ ベーコン・じゃが芋・人参・玉葱・キャベツ・バター・中華だし・醤油 米・焼豚・にんにく・生姜・玉葱・にら・味噌

くだもの ごま・黒ごま くだもの オイスター・醤油・塩・ごま油

アンパンマンビスケット・牛乳

桃のケーキ・牛乳
ホットケーキ粉・砂糖・牛乳・バター・桃缶

ごはん 米 干しぶどう・牛乳
ミートローフ 合挽肉・ひじき・玉葱・人参・牛乳・卵・ごま・砂糖・醤油・ケチャップ・ウスター

アスパラのソテー アスパラ・人参・キャベツ・バター・コンソメ・塩 チチ゛ミ・牛乳
麩の味噌汁 麩・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 にら・豚挽肉・コーン缶・しらす・小麦粉

くだもの 塩・ごま油・醤油・砂糖・酢・ごま

誕生会 マンナビスケット・牛乳
梅しそごはん 米・梅干し・しそ・しらす・醤油・ごま

鶏の甘酢照り焼き 鶏もも肉・醤油・砂糖・みりん・酒・酢 こいのぼりサンド・牛乳
空豆のサラダ じゃが芋・そら豆・胡瓜・人参・コーン缶・マヨネーズ・塩 食パン・ブルーベリージャム

キャベツの味噌汁 キャベツ・油揚げ・玉葱・わかめ・ねぎ・味噌

ごはん 米 マンナビスケット・牛乳 くだもの
豚肉と昆布の炒め煮 豚ばら・切昆布・ごま油・生姜・砂糖・醤油・酒 ちゃんぽんうどん うどん・豚ばら・玉葱・キャベツ・もやし・にら・醤油・中華だし・ごま油 おやつ・牛乳
さつま芋のきんぴら さつま芋・人参・砂糖・醤油・ごま・ごま油 コロッケ・牛乳 じゃが芋とアスパラの塩昆布マヨ じゃが芋・アスパラ・コーン缶・塩昆布・マヨネーズ・ごま

人参の味噌汁 人参・玉葱・大根・キャベツ・わかめ・味噌 じゃが芋・玉葱・牛挽肉・コーン缶・塩 くだもの あんぱん・牛乳
くだもの 小麦粉・パン粉・油・ケチャップ・ウスター

五目混ぜごはん 米・鶏もも肉・ごぼう・人参・椎茸・糸こんにゃく・醤油・酒・みりん おやつ・牛乳
豚汁 豚ばら・大根・人参・キャベツ・油揚げ・ねぎ・味噌 ごはん 米 ルヴァン・牛乳
くだもの いちごジャムパン・牛乳 鶏レバーの甘辛煮 鶏レバー・ごま油・生姜・醤油・砂糖・酒・

マカロニサラダ マカロニ・ハム・人参・胡瓜・キャベツ・マヨネーズ・醤油 ココアサブレ・牛乳
じゃが芋の味噌汁 じゃが芋・人参・キャベツ・玉葱・わかめ・ねぎ・味噌 小麦粉・バター・砂糖・ココア

ごはん 米 ルヴァン・牛乳 くだもの
回鍋肉 豚ばら・キャベツ・ピーマン・味噌・醤油・酒・砂糖・オイスター・油 ごはん 米 とろべー・牛乳
じゃが芋の中華和え じゃが芋・胡瓜・ハム・砂糖・酢・醤油・ごま油 サクサククッキー・牛乳 鮭の照り焼き 鮭・醤油・みりん

えのきスープ えのき・キャベツ・人参・玉葱・中華だし・塩 小麦粉・生クリーム・砂糖 きんぴらごぼう ごぼう・人参・ごま油・醤油・酒・砂糖・ごま 焼きそば・牛乳
くだもの ベーキングパウダー えのきの味噌汁 えのき・玉葱・ねぎ・豆腐・キャベツ・味噌 中華麺・豚ばら・キャベツ・人参・もやし

ごはん 米 とろべー・牛乳 くだもの ウスター・醤油・オイスター・みりん・砂糖

鮭の香り焼き 鮭・醤油・酒・砂糖・みりん・にんにく・生姜・ごま ポークカレー 米・豚もも・じゃが芋・玉葱・人参・りんご・カレールウ・バター どうぶつビスケット・牛乳
納豆和え 納豆・小松菜・キャベツ・人参・醤油・砂糖・ごま・もみのり スイートポテト・牛乳 さつま芋のチーズ焼き さつま芋・ピザチーズ・青のり

南瓜の味噌汁 南瓜・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 さつま芋・バター・砂糖・卵・牛乳 チョレギ風サラダ キャベツ・竹輪・人参・もみのり・醤油・ごま油・ごま フルーツヨーグルト・牛乳
くだもの ヨーグルト・みかん缶・バナナ・桃缶・砂糖

ごはん 米 どうぶつビスケット・牛乳
鶏ののりチーズ焼き 鶏もも肉・砂糖・醤油・酒・ピザチーズ・もみのり ごはん 米 干しぶどう・牛乳
南瓜の煮物 南瓜・砂糖・醤油 ほうれん草マフィン・牛乳 スパイシー唐揚げ 鶏もも肉・塩・醤油・オイスター・砂糖・にんにく・生姜・カレー粉・片栗粉・油

なめこ汁 なめこ・玉葱・キャベツ・わかめ・ねぎ・味噌 ホットケーキ粉・砂糖・牛乳・卵・バター 人参きんぴら 人参・えのき・ごま油・砂糖・醤油・ごま じゃが丸くん・牛乳
くだもの ほうれん草・ピザチーズ わかめの味噌汁 わかめ・キャベツ・玉葱・ねぎ・味噌 じゃが芋・塩・片栗粉・バター・もみのり

焼き豚ラーメン 中華麺・焼き豚・キャベツ・人参・玉葱・もやし・ねぎ・醤油・中華だし 干しぶどう・牛乳 くだもの
金時豆煮 金時豆・醤油・砂糖 クロワッサン クロワッサン マンナウエハース・牛乳
もみのり和え キャベツ・小松菜・人参・もみのり・醤油 五目おにぎり・牛乳 カレイのムニエル カレイ・小麦粉・パセリ・塩・バター

くだもの 米・鶏もも肉・人参・ごぼう・しいたけ ツナサラダ ツナ・キャベツ・人参・ブロッコリー・マヨネーズ・塩 梅しそおにぎり・牛乳
糸こんにゃく・醤油・酒・みりん コンソメスープ 玉葱・人参・キャベツ・ほうれん草・えのき・コンソメ・バター 米・梅干し・しそ・ごま

ごはん 米 マンナウエハース・牛乳 くだもの
カレイのごま焼き カレイ・ごま・黒ごま・醤油・みりん キャベツのピラフ 米・キャベツ・豚ばら・玉葱・人参・しめじ・コーン缶・パセリ・コンソメ・塩 おやつ・牛乳
ひじきの煮物 ひじき・人参・油揚げ・ごま・砂糖・醤油・かつお節 スティックパイ・牛乳 具だくさん汁 豆腐・人参・玉葱・じゃが芋・ねぎ・味噌

もやしの味噌汁 もやし・人参　玉葱・わかめ・ねぎ・味噌 パイシート・グラニュー糖 くだもの オレンジゼリー・牛乳
くだもの
春野菜の中華丼 米・豚ばら・人参・玉葱・キャベツ・たけのこ・コーン・中華だし おやつ・牛乳
わかめスープ 砂糖・醤油・生姜・にんにく・ごま油・片栗粉 ごはん 米 ルヴァン・牛乳
くだもの わかめ・玉葱・人参・ごま・中華だし・醤油 プリン・牛乳 鶏の味噌生姜焼き 鶏もも肉・味噌・みりん・酒・生姜

南瓜のサラダ 南瓜・胡瓜・人参・コーン缶・マヨネーズ・塩 レーズン蒸しパン・牛乳
ねぎごまスープ キャベツ・春雨・豚挽肉・もやし・ねぎ・生姜・ごま・中華だし・醤油・酒 ホットケーキ粉・砂糖・卵・牛乳・干しぶどう

ごはん 米 ルヴァン・牛乳 くだもの
豚ごぼうのしぐれ煮 豚ばら・ごぼう・生姜・醤油・砂糖・酒・ごま 肉味噌スパゲティ スパゲティ・豚挽肉・玉葱・人参・もやし・砂糖・みりん・醤油・味噌・片栗粉とろべー・牛乳
キャベツのごま酢和え キャベツ・胡瓜・人参・酢・砂糖・塩 芋もち・牛乳 和風ポテト じゃが芋・青のり・ゆかり・ごま・塩

豆腐の味噌汁 豆腐・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 じゃが芋・塩・片栗粉・油・醤油・青のり のりじゃこ和え ほうれん草・キャベツ・人参・しらす・もみのり・醤油・ごま きな粉おはぎ・牛乳
くだもの くだもの もち米・米・きな粉・砂糖・塩
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☆献立内容や材料の変更がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。
☆プリン、マヨネーズは卵乳不使用のものを使用しています。
☆今月は旬の食材としてキャベツ・じゃが芋・玉葱・たけのこ・アスパラ・いちごなどを取り入れています。
☆朝おやつに週に２回カミカミおやつとして、とろべーと干しぶどうを取り入れています。
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朝おやつ　・　午後おやつ
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みのり乳児保育園
献立名 材料名 朝おやつ　・　午後おやつ

5月幼児食献立表
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