
6 7 8 9 10 11
月 火 水 木 金 土

お茶 お茶 お茶 お茶
クラッカー ミニ野菜スティック せんべい 紫いもチップ
ご飯 レーズンパン しょうゆラーメン ご飯
鯖の煮付け 鮭のチーズソース焼き まめまめ味噌まめ 鶏の唐揚げ
根菜煮 キャベツの梅ﾄﾞﾚ和え ブロッコリーのおかか和え 切干大根煮
みそ汁（青菜・えのき） ミネストローネ パイン トマト
キウイ オレンジ お茶 みそ汁（豆腐・ワカメ）
お茶 牛乳 バナナ

お茶
豆乳 お茶 豆乳 牛乳
かぼちゃラスク わかめおにぎり ヨーグルト、ウエハース ☆クリームパン/ジャムサンド

エネルギー（kcal） 471 459 509 549
蛋白質（ｇ） 16.8 18.6 22.4 19.2
脂質（ｇ） 16.6 15.1 16.7 19.2

食塩相当量（ｇ） 1.8 1.4 1.9 1.6

13 14 15 16 17
月 火 水 木 金

お茶 お茶 お茶 お茶 お茶
ビスケット ミニ野菜スティック ソースせんべい 紫いもチップ クラッカー
ご飯 ロールパン ご飯 春野菜のスパゲティー かつおときゅうりの混ぜご飯
カレイの味噌煮 ゆで豚のドレッシング和え 手作りさつま揚げ かぼちゃのサラダ 肉じゃが
納豆和え さつま芋の甘煮 もやしときゅうりの胡麻和 チーズ 白菜の昆布和え
すまし汁（白菜・青菜） コーンのスープ ぶどう豆 レタススープ みそ汁（小松菜・もやし）
パイン オレンジ みそ汁（しめじ・ニラ） キウイ メロン
お茶 牛乳 バナナ 飲むヨーグルト お茶

お茶
豆乳 お茶 豆乳 牛乳 豆乳
ヨーグルト、あられ きなこのおはぎ ビスケット,かりんとう ☆メロンパン/ジャムサンド プリン、じゃこ納豆

エネルギー（kcal） 469 484 499 537 468
蛋白質（ｇ） 19.4 17.5 18.7 19.6 16.6
脂質（ｇ） 13.1 14.3 14.3 15.8 11.7

食塩相当量（ｇ） 2.5 1.4 2.3 2.3 1.6

20 21 22 23 24
月 火 水 木 金

お茶 お茶 お茶 お茶 お茶
せんべい 紫いもチップ ミニ野菜スティック クラッカー ビスケット
ゆかりご飯 カレードッグ ご飯 こぎつねうどん ご飯
鶏肉の塩こうじ焼き キャベツのパイン和え ブリの照り焼き 新じゃがの素揚げ 鶏ささみのパン粉揚げ
新玉葱とツナのオーロラ和え トマト 五目大豆煮 ツナきゅう ごぼうサラダ
ブロッコリー 春雨のスープ スナップえんどうの塩茹で メロン すまし汁（素麺・人参）
みそ汁（ごぼう・舞茸） バナナ みそ汁（大根） お茶 あまなつ
キウイ 牛乳 パイン お茶
お茶 お茶
牛乳 お茶 豆乳 牛乳 牛乳
☆ドーナツ/おやつカステラ せんべい,クッキー ホットケーキ ☆ミニあんぱん/あずきパン バナナ、人参チップ

エネルギー（kcal） 519 410 496 486 475
蛋白質（ｇ） 18.2 16.6 20.1 19.5 17.2
脂質（ｇ） 20.6 14.9 12.9 14.7 13.5

食塩相当量（ｇ） 1.6 1.5 1.6 1.3 1.1

27 28 29 30 31
月 火 水 木 金

お茶 お茶 お茶 お茶 お茶
ミニ野菜スティック あまからせんべい ビスケット クラッカー 紫いもチップ
ご飯 ロールパン ハヤシライス ジャージャー麺 サラダ寿司
鮭の塩焼き ハンバーグ ほうれん草とトマトのサラダ ポテトフライ れんこんと人参のおかか煮
金平ごぼう コールスローサラダ ゆで卵 塩ゆで枝豆 トマト
たたききゅうり シンデレラスープ メロン キウイ すまし汁（麩・ほうれん草）
みそ汁（豆腐・青菜） オレンジ お茶 お茶 バナナ
パイン 牛乳 お茶
お茶
牛乳 お茶 豆乳 お茶 牛乳
ももゼリー、小魚 ゆかりおにぎり ヨーグルト、コーンスナック 抹茶まんじゅう ふかし芋

エネルギー（kcal） 432 448 499 448 451
蛋白質（ｇ） 19.4 16.8 18.1 16.9 14.3
脂質（ｇ） 13.2 15.0 15.7 14.7 7.8

食塩相当量（ｇ） 1.5 1.5 1.1 1.9 0.9

5月献立表（昼）
聖隷のあ保育園　2019年5月乳児食
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振替休日

さわやかに晴れわたる青空が目に鮮やかにうつる５月です。

子ども達は新しい環境に少しずつ慣れ、保育園生活を楽しみ始めました。元気に過ごすこの時期は

目に見えない疲れが少し出始める子どももいます。楽しい連休はご家族とゆっくり過ごすなどして

リフレッシュする良い機会ですね。

春から初夏へのこの季節は一年で最も過ごしやすい季節です。この時期に出回るグリーンアスパラ

ガスやさやえんどうなどとても美味しくなります。緑黄色野菜には自然の恵みがもたらす「旨味」が

たくさん含まれています。保育園でもメニューに加えました。ご家庭の食卓でも、初夏の到来を告げ

てくれる野菜を味わってください。

１５時おやつについて

☆印のついているおやつ

…うさぎ

／以降のおやつ

…ひよこ、りす

成長に合わせて

おやつを変更しています。
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6 7 8 9 10 11
月 火 水 木 金 土

お茶 お茶 お茶 お茶
クラッカー ミニ野菜スティック せんべい 紫いもチップ
お粥 食パン にゅうめん お粥
タラの煮付け 鮭の洋風煮 まめまめ味噌まめ 鶏だんご煮
根菜煮（離乳） キャベツの煮浸し ブロッコリーのおかか煮 切干大根煮
みそ汁（青菜・えのき） ミネストローネ りんご トマト
りんご バナナ お茶 みそ汁（豆腐・ワカメ）
お茶 牛乳 バナナ

お茶
お茶 お茶 お茶 牛乳
たまごボーロ 磯粥 ヨーグルト、ウエハース ジャムサンド

エネルギー（kcal） 253 303 327 340
蛋白質（ｇ） 7.9 13.5 15.5 15.9
脂質（ｇ） 3.2 8.9 8.8 8.4

食塩相当量（ｇ） 1.2 1.2 1.3 1.4

13 14 15 16 17
月 火 水 木 金

お茶 お茶 お茶 お茶 お茶
ビスケット ミニ野菜スティック せんべい 紫いもチップ クラッカー
お粥 食パン お粥 スパゲッティ野菜あんかけ ツナと野菜粥
カレイの味噌煮 野菜入り鶏肉だんご 野菜入りつみれ煮 かぼちゃサラダ（離乳） 肉じゃが
納豆和え さつま芋の甘煮 スティックきゅうり チーズ 白菜の煮浸し
すまし汁（白菜・青菜） コーンのスープ ぶどう豆 レタススープ みそ汁（小松菜・もやし）
りんご バナナ みそ汁（しめじ・ニラ） りんご バナナ
お茶 牛乳 バナナ 牛乳 お茶

お茶
お茶 お茶 お茶 牛乳 お茶
ヨーグルト、ぼうろ きなこ粥 ビスケット、おやさいりんぐ ジャムサンド プリン、せんべい

エネルギー（kcal） 279 347 248 455 293
蛋白質（ｇ） 13.1 15.5 9.5 19.5 10.3
脂質（ｇ） 6.0 7.6 3.2 12.7 6.5

食塩相当量（ｇ） 2.1 1.1 1.6 2.3 1.2

20 21 22 23 24
月 火 水 木 金

お茶 お茶 お茶 お茶 お茶
せんべい 紫いもチップ ミニ野菜スティック クラッカー ビスケット
ゆかり粥 食パン お粥 こぎつねうどん お粥
鶏肉だんご煮 ケチャップ煮 カレイの照り焼き 蒸し新じゃが 鶏肉の照り煮
新玉葱とツナの煮物 キャベツの煮浸し 五目大豆煮 ツナきゅう 根菜煮（離乳）
ブロッコリー トマト スナップえんどうの塩茹で バナナ すまし汁（素麺・人参）
みそ汁（ごぼう・舞茸） 春雨のスープ みそ汁（大根・ふ） お茶 もも缶
りんご バナナ もも缶 お茶
お茶 牛乳 お茶
牛乳 お茶 お茶 牛乳 牛乳
おやつカステラ せんべい、おやさいりんぐ ホットケーキ あずきパン バナナ、人参チップ

エネルギー（kcal） 317 282 310 426 294
蛋白質（ｇ） 15.0 15.1 10.5 18.5 11.2
脂質（ｇ） 9.6 7.7 8.0 12.2 5.6

食塩相当量（ｇ） 1.5 1.2 1.4 1.4 0.9

27 28 29 30 31
月 火 水 木 金

お茶 お茶 お茶 お茶 お茶
ミニ野菜スティック せんべい ビスケット クラッカー 紫いもチップ
お粥 食パン お粥 温にゅうめん（味噌） ツナとやさい粥
煮魚（鮭） ハンバーグ 鶏と野菜のトマト煮 蒸しじゃが芋 れんこんと人参のおかか煮（離乳）

金平ごぼう（離乳） キャベツの煮浸し ほうれん草煮浸し 塩ゆで枝豆 トマト
きゅうりのしょうが煮 シンデレラスープ ゆで卵 りんご すまし汁（麩・ほうれん草）
みそ汁（豆腐・青菜） りんご バナナ お茶 バナナ
りんご 牛乳 お茶 お茶
お茶
牛乳 お茶 お茶 お茶 牛乳
ももゼリー、せんべい ゆかり粥 ヨーグルト、ウエハース かぼちゃ茶巾 ふかし芋

エネルギー（kcal） 306 262 247 421 285
蛋白質（ｇ） 12.9 11.0 10.8 15.5 10.7
脂質（ｇ） 9.4 6.1 6.7 5.7 5.0

食塩相当量（ｇ） 1.4 1.4 0.4 1.0 0.6

おやつ

5月献立表（昼）
聖隷のあ保育園　2019年5月離乳食
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振替休日

さわやかに晴れわたる青空が目に鮮やかにうつる５月です。

子ども達は新しい環境に少しずつ慣れ、保育園生活を楽しみ始めました。元気に過ごすこの時期は

目に見えない疲れが少し出始める子どももいます。楽しい連休はご家族とゆっくり過ごすなどして

リフレッシュする良い機会ですね。

春から初夏へのこの季節は一年で最も過ごしやすい季節です。この時期に出回るグリーンアスパラ

ガスやさやえんどうなどとても美味しくなります。緑黄色野菜には自然の恵みがもたらす「旨味」が

たくさん含まれています。保育園でもメニューに加えました。ご家庭の食卓でも、初夏の到来を告げ

てくれる野菜を味わってください。
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