
赤　群 黄色群 緑　群
（体のもとになる） （エネルギーのもとになる） （体の調子を整える）

肉じゃが 　豚肉 　じゃが芋、砂糖 　人参、玉ねぎ、(冷)グリンピース 　さとう、醤油、かつおだし、みりん

かき玉汁 　乾燥わかめ、卵 　片栗粉 　白しょう油、片栗粉、かつおだし

＊たけのこご飯 　鶏ひき肉 　ごはん 　たけのこの水煮 　白しょう油

豆腐と青菜の炒め煮 　豆腐、豚肉 　片栗粉 　人参、しめじ、小松菜 　みりん,醤油

切干大根のサラダ 　ツナ缶 　油、砂糖 　切干大根、きゅうり 　砂糖、リンゴ酢、醤油

オレンジ 　オレンジ

＊ドーナツ 　牛乳 　ホットケーキミックス、油

グラタン 　鶏肉、牛乳、チーズ 　じゃが芋、上新粉 　人参、玉ねぎ、グリーンアスパラ 　コンソメ

じゃこ炒め 　しらす干し 　油 　チンゲン菜

食パン 　食パン

＊大根もち 　片栗粉、油 　大根、あさつき 　醤油

ゆかり揚げ 　白身魚 　小麦粉、油 　酒、ゆかりふりかけ

いそあえ 　刻みのり 　キャベツ、人参、小松菜 　醤油

パイン缶 　パイン缶

＊フルーツヨーグルト 　ヨーグルト 　りんご、バナナ、黄桃缶、みかん缶

肉うどん 　豚肉 　うどん 　人参、玉ねぎ、ねぎ 　みりん、醤油、昆布だし、かつおだし

＊どうぶつビスケットとプチゼリー 　どうぶつビスケット、プチゼリー

酢豚風ソテー 　豚肉 　油、砂糖、片栗粉 　人参、ピーマン、玉ねぎ 　醤油、中華味の素、砂糖、リンゴ酢、ケチャップ

キャベツのあえもの 　しらす干し 　キャベツ 　醤油

＊じゃがいもの田楽 　赤みそ 　じゃがいも、片栗粉、砂糖 　赤みそ、砂糖

魚の香味焼き 　白身魚 　油 　ねぎ、しょうが 　みりん、醤油、酒

南瓜のサラダ 　マヨネーズ 　レーズン、南瓜、きゅうり 　マヨネーズ

＊ラスク 　食パン、マーガリン、砂糖

中華風炊き込みご飯 　豚挽肉 　ごま油、砂糖 　しょうが、人参、エリンギ、ねぎ 　酒、醤油、中華味の素、砂糖

春雨スープ 　春雨 　チンゲン菜 　中華味の素

メロン 　メロン

＊米粉のパンケーキ 　牛乳 　米粉、油、砂糖 　ベーキングパウダー、ココア、メープルシロップ

親子煮 　鶏肉、卵 　砂糖 　人参、みつば、玉ねぎ 　砂糖、みりん、醤油、かつおだし

ソテー 　油 　コーン缶、キャベツ 　

＊さつまいものチーズ焼き 　チーズ 　さつまいも

チキンとマカロニのソテー 　鶏肉 　マカロニ、油 　玉ねぎ、人参、しめじ、さやいんげん 　酒、醤油、コンソメ

トマトのごま和え 　ツナ缶 　砂糖、すりごま 　トマト、きゅうり 　砂糖、リンゴ酢、醤油

＊黒糖ロールパン 　黒糖ロールパン

五目うどん 　豚肉、油揚 　うどん 　人参、しめじ、ほうれん草 　みりん、醤油、昆布だし、かつおだし

＊おせんべい 　おせんべい

みそけんちん汁 　豆腐、豚肉、赤みそ 　油 　大根、人参、えのき茸、ねぎ 　赤みそ、かつおだし

南瓜の煮付け 　砂糖 　南瓜 　醤油、砂糖、みりん、かつおだし

＊オレンジゼリーとぱりんこ 　オレンジゼリー、ぱりんこ

ツナピラフ 　ツナ缶 　玉ねぎ、人参、コーン缶、ピーマン、エリンギ 　コンソメ、酒

スープ 　豆腐、生わかめ 　あさつき 　中華スープの素

オレンジ 　オレンジ

＊こいのぼりケーキ 　卵、バター、生クリーム 　薄力粉、砂糖 　ベーキングパウダー
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※この他、主食にご飯があります。主食が食パンの日は、ご飯はありません。
※「＊」はおやつです。おやつには、牛乳がつきます。

※献立は多少変更することがあります。
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赤　群 黄色群 緑　群
（体のもとになる） （エネルギーのもとになる） （体の調子を整える）

じゃがいもの煮物 　じゃが芋 　人参、玉ねぎ 　かつおだし

豆腐と青菜の炒め煮 　豆腐 　片栗粉 　人参、小松菜 　かつおだし

きゅうりの和え物 　きゅうり 　かつおだし

オレンジ 　オレンジ

野菜スープ 　鶏肉 　じゃが芋 　人参、玉ねぎ 　かつおだし

じゃこ炒め 　しらす干し 　 　チンゲン菜

食パン 　食パン

煮魚 　白身魚 　

和え物 　 　キャベツ、人参、小松菜 　かつおだし

うどん 　うどん 　人参、玉ねぎ、ねぎ 　かつおだし

野菜のあんかけ 　片栗粉 　人参、玉ねぎ 　かつおだし

キャベツのあえもの 　しらす干し 　キャベツ

焼き魚 　白身魚

南瓜のサラダ 　南瓜、きゅうり

人参ご飯 　人参

チンゲン菜のスープ 　チンゲン菜 　かつおだし

メロン 　メロン

鶏肉と野菜の煮物 　鶏肉 　人参、玉ねぎ 　かつおだし

ソテー 　コーン缶、キャベツ 　

チキンとマカロニのソテー 　鶏肉 　マカロニ 　玉ねぎ、人参 　かつおだし

きゅうりの和え物 　きゅうり 　かつおだし

五目うどん 　うどん 　人参、ほうれん草 　かつおだし

けんちん汁 　豆腐 　大根、人参 　かつおだし

南瓜の煮付け 　南瓜 　かつおだし

ピラフ 　玉ねぎ、人参、コーン缶

スープ 　豆腐 　かつおだし

オレンジ 　オレンジ
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５がつのこんだて (離乳食　中期)
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※献立は多少変更することがあります。
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赤　群 黄色群 緑　群
（体のもとになる） （エネルギーのもとになる） （体の調子を整える）

肉じゃが 　豚肉 　じゃが芋、砂糖 　人参、玉ねぎ 　さとう、醤油、かつおだし

わかめスープ 　乾燥わかめ、卵 　片栗粉   かつおだし

＊かしわご飯 　鶏ひき肉 　ごはん

豆腐と青菜の炒め煮 　豆腐、豚肉 　片栗粉 　人参、しめじ、小松菜 　醤油

ツナの和え物 　ツナ缶 　砂糖 　きゅうり 　砂糖、リンゴ酢、醤油

オレンジ 　オレンジ

＊パンケーキ 　小麦粉、砂糖 　砂糖

野菜スープ 　鶏肉 　じゃが芋、上新粉 　人参、玉ねぎ

じゃこ炒め 　しらす干し 　 　チンゲン菜

食パン 　食パン

＊大根もち 　片栗粉 　大根 　醤油

ムニエル 　白身魚 　小麦粉

和え物 　キャベツ、人参、小松菜 　醤油

＊りんご 　りんご

肉うどん 　豚肉 　うどん 　人参、玉ねぎ、ねぎ 　醤油、かつおだし

＊ハイハイン 　ハイハイン

酢豚風ソテー 　豚肉 　砂糖、片栗粉 　人参、ピーマン、玉ねぎ 　醤油、砂糖、リンゴ酢、ケチャップ

キャベツのあえもの 　しらす干し 　キャベツ 　醤油

＊じゃがいもの田楽 　じゃが芋、片栗粉、砂糖 　赤みそ、砂糖

魚の香味焼き 　白身魚 　ねぎ、しょうが 　醤油

南瓜のサラダ 　南瓜、きゅうり

＊食パン 　食パン

中華風炊き込みご飯 　豚挽肉 　砂糖 　人参、エリンギ、ねぎ 　醤油、砂糖

春雨スープ 　春雨 　チンゲン菜 　かつおだし

メロン 　メロン

＊パンケーキ 　小麦粉、砂糖 　砂糖

鶏肉と野菜の煮物 　鶏肉 　砂糖 　人参、みつば、玉ねぎ 　砂糖、醤油、かつおだし

ソテー 　 　コーン缶、キャベツ 　

＊ふかしいも 　さつまいも 　

チキンとマカロニのソテー 　鶏肉 　マカロニ 　玉ねぎ、人参、しめじ、さやいんげん 　醤油

トマトときゅうりの和え物 　ツナ缶 　砂糖 　トマト、きゅうり 　砂糖、リンゴ酢、醤油

＊食パン 　食パン

五目うどん 　豚肉、油揚 　うどん 　人参、しめじ、ほうれん草 　醤油、かつおだし

＊ハイハイン 　ハイハイン

みそけんちん汁 　豆腐、豚肉、赤みそ 　大根、人参、えのき茸、ねぎ 　赤みそ、かつおだし

南瓜の煮付け 　砂糖 　南瓜 　醤油、砂糖、かつおだし

＊オレンジ 　オレンジ

ツナピラフ 　ツナ缶 　玉ねぎ、人参、コーン缶、ピーマン、エリンギ 　

スープ 　豆腐、生わかめ 　かつおだし

オレンジ 　オレンジ

＊パンケーキ 　小麦粉、砂糖 　砂糖

※献立は多少変更することがあります。

調味料
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５がつのこんだて　離乳食(後　期)



　　　　　　　　　　　　　　　　　　　                          

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　     　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 

　　ます。１日を元気に過ごすため毎日朝食をとるよう心がけましょう。

給食だより
　　　　　　　　　　　　　　　　　　平成３１年度5月号　あだのしょうこ　なかねまき

　　朝食をぬくとお昼ごはんまでエネルギーが補給されないので、集中力がなくなったりイライラしたりし

　　脳は睡眠中も休みなく働いているので、朝起きた時に脳のエネルギーが不足した状態になっています。

　　　さわやかな風のふく、ここちよい季節になりました。今年度が始まり１ヶ月がたちました。子どもたちは新

　　しい環境にもすっかり慣れてきたことと思います。子どもは、１年間に５～６回はちょっとした風邪をひきます。

　　特に集団生活１年目は風邪などひきやすいので注意しましょう。お家でも保育園でもごはんをもりもり食べ

　　強い体を作っていきましょう。

　　　朝ごはんを食べると体が目覚めます。睡眠モードから活動モードへ切りかえ、生活リズムを整えてくれ

　　さらに睡眠中に下がった体温が上がり、体が活動しやすい状態になります。

朝ご飯を食べよう

   朝食１時間前には 

   起床してますか？            
                                           

  起き抜けは、胃腸の働きも不活発です。 

 朝食の１時間位前には起床して、散歩や 

 体操をしましょう。起きられない時はせ 

 めて朝食30分前には、 

 起床しましょう。 

   朝、おなかがすいて 

     目覚めていますか？  

 

＊お腹がすいていないのは何故でしょうか？ 

 下記について考えてみましょう。 

                                                                    

・前日の夕食は何時に食べましたか？ 

 

・寝る前にお菓子を食べましたか？ 

 

＊朝、昼、間食、夕食の食事の割合 

 は３：３：１：４くらいが望まし 

 いと言われています。 

    

          柏餅のいわれ 
 

 5月5日は端午の節句、皆さん柏餅は食

べますか？ 

 柏の葉は邪気をはらい一家 

の繁栄の願いが 

込められています。 

   忙しい朝でも大丈夫です 
 

 具だくさんのスープや味噌汁におにぎ

りだけで十分です。おにぎりはラップを

使って握るとお皿も手も汚さず、 

洗いものも少なくてすみます。 
       今月のクッキング 

ほし 
 鯉のぼりごはんの型押し 

ゆき・すかい 
  鯉のぼりのおいなりさ

ん 

 









            
                                           

 


