
その他

　血や肉を作るもの 　　熱や力となるもの 調味料等

糸けずり節 米.白砂糖 醤油

魚.みそ 白砂糖 酒.みりん.醤油

ﾛｰｽﾊﾑ 春雨.白砂糖.油 塩.酢

清汁 果物 わかめ 玉ふ 玉葱 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳/調製豆乳 /米粉.白砂糖.ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ.油 /塩.ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ

米

豆腐.干しひじき.鶏肉 片栗粉.白砂糖.油 醤油.塩.かつお節

塩

さつま芋のみそ汁 果物 生揚げ.みそ さつま芋 玉葱.葉葱 果物 かつお節

牛乳/豚肉 /ﾋﾞｰﾌﾝ.ごま油 /醤油.塩.白こしょう.かつお節

豚肉 蒸中華麺.油 酒.ｳｽﾀｰｿｰｽ.中濃ｿｰｽ.醤油.塩.白こしょう

豆腐 白砂糖.ごま油 醤油.酢

清汁 果物 青菜.たけのこ水煮 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳/ちりめん /米.ごま油 /醤油.塩.白こしょう

米.油 醤油.塩

鶏肉 じゃが芋.三温糖.油 酒.醤油.かつお節

みそ汁 果物 油揚げ.みそ 大根.葉葱 果物 かつお節

牛乳/ /白砂糖.油.ミニドックパン /

丸パン

豚肉 じゃが芋.片栗粉.白砂糖.油 中濃ｿｰｽ.塩.ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ.白こしょう

塩

野菜スープ 果物 ﾍﾞｰｺﾝ 玉葱.ﾎｰﾙｺｰﾝ缶.人参.ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 果物 醤油.塩.白こしょう.かつお節.ﾛｰﾘｴ

牛乳/わかめ /米.油 /酒.醤油

鶏肉 米.片栗粉.白砂糖.油 酒.みりん.醤油

焼きのり 醤油.かつお節

みそ汁 果物 油揚げ.みそ じゃが芋 玉葱 果物 かつお節

牛乳/ｿﾌｰﾙ・ﾌﾟﾚｰﾝ/ //せんべい //

米

魚 片栗粉.白砂糖.油 酒.みりん.醤油

糸けずり節 醤油.かつお節

みそ汁 果物 油揚げ.みそ ｷｬﾍﾞﾂ.玉葱 果物 かつお節

牛乳/ /さつま芋.片栗粉.白砂糖.油 /

米

豚肉 油 酒.みりん.醤油.塩

けんちんみそ汁 果物 鶏肉.みそ 油 ごぼう.大根.人参.葱 果物 かつお節

牛乳/ /クリームパン /

豆腐.豚肉.みそ.赤みそ 米.片栗粉.三温糖.ごま油 酒.醤油

白砂糖.ごま油 醤油.酢

中華スープ 果物 鶏肉 ﾁﾝｹﾞﾝ菜.人参.ぶなしめじ 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳/青のり.糸けずり節 /じゃが芋.片栗粉.油 /中濃ｿｰｽ.塩.白こしょう

豚肉 小麦粉.米.米粉.じゃが芋.油.ﾊﾞﾀｰ 中濃ｿｰｽ.塩.ｶﾚｰ粉.ﾛｰﾘｴ

白砂糖.油 塩.酢.白こしょう

清汁 果物 豆腐.わかめ 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳// /白砂糖/せんべい //

キャロットパン

鶏肉 片栗粉.白砂糖 塩.白こしょう

白砂糖.油 塩.酢.白こしょう

角切スープ 果物 ﾍﾞｰｺﾝ じゃが芋 玉葱.人参 果物 醤油.塩.かつお節.ﾛｰﾘｴ

牛乳/ /米 /酒.塩

鶏肉 干しうどん.片栗粉.三温糖.油 みりん.醤油.かつお節.出し昆布

かぼちゃのそぼろあんかけ 果物 豚肉 片栗粉.三温糖 ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ冷.南瓜.生姜 果物 醤油.かつお節

牛乳// //ｻﾌﾞﾚ //

米.油 塩.ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ.白こしょう

鶏肉 片栗粉.油 酒.醤油

白砂糖.油 塩.酢.白こしょう

若竹汁 果物 わかめ たけのこ水煮.葱 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳/// /小麦粉.白砂糖.ﾊﾞﾀｰ/柏餅/せんべい ///

今月の平均エネルギー　乳児：５２６ kcal　幼児：６１４ kcal ※乳児は毎日１０時に牛乳を７０cc飲んでいます。

○今月の使用予定果物：清見オレンジ、バナナ、あまなつみかん、美生柑、いちご（入荷状況等により日々の使用果物を決定します）

○献立（食材）は、園の行事・その他の都合により、変更することがありますのでご了承ください。献立が変更になった場合は、お知らせします。

○今月の東京2020ｵﾘﾝﾋﾟｯｸ･ﾊﾟﾗﾘﾝﾋﾟｯｸ競技大会応援「給食でおいしく食べよう世界の味！」はアメリカ料理です。

令和２年５月 献　立　予　定　表　　　 足立区教育委員子ども家庭部

日
曜
日

昼　食 食　　　　　　　　　　　　材

間　食 　　体の調子をよくするもの

１１
２５

月

ふりかけごはん

魚のねぎみそ焼き 葱

春雨の酢の物 ｷｬﾍﾞﾂ.胡瓜.人参

牛乳 /米粉のマーマレードケーキ /

１２
２６

火

ご飯

ひじき入りつくね 生姜.玉葱

即席漬 胡瓜.大根.人参

牛乳 /汁ビーフン /青菜.人参.葱

１３
２７

水

焼きそば ｷｬﾍﾞﾂ.生姜.玉葱.人参

豆腐のサラダ 胡瓜.ﾄﾏﾄ

牛乳 /そら豆じゃこチャーハン /そらまめ.人参.葱

１４
２８

木

人参ごはん 人参

鶏じゃが 白滝.いんげん.玉葱.人参

牛乳 /揚げパン /

１
１５
２９

金

丸パン

ハンバーグ 玉葱

せんキャベツ ｷｬﾍﾞﾂ

牛乳 /わかめおにぎり /

２
１６
３０

土

焼きとり丼 葱

青菜の磯和え 青菜.人参.もやし

牛乳 /ヨーグルト/せんべい //

１８ 月

ご飯

魚の揚げ煮 生姜

おかか和え 青菜.人参.もやし

牛乳 /おさつおやき /干しぶどう

１９ 火
ご飯

豚肉のアスパラ炒め 生姜.たけのこ水煮.玉葱.人参.ﾆﾝﾆｸ.ｸﾞﾘｰﾝｱｽﾊﾟﾗ

牛乳 /クリームパン /

２０ 水

マーボー丼 生姜.にら.ﾆﾝﾆｸ.葱

三色ナムル 胡瓜.人参.もやし

牛乳 /たこ焼風ポテト /ｷｬﾍﾞﾂ.葉葱

７
２１

木

カレーライス 生姜.玉葱.人参.ﾆﾝﾆｸ.ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ

ブロッコリーサラダ 胡瓜.ﾎｰﾙｺｰﾝ缶.人参.ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

牛乳 /りんごゼリー/せんべい /りんご果汁.粉寒天/

８
２２ 金

キャロットパン

鶏肉のレモン焼き ﾚﾓﾝ

かむカムサラダ ｷｬﾍﾞﾂ.胡瓜.ごぼう.人参

牛乳 /ピースごはんのおにぎり /ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ生

９
２３

土

とり南蛮うどん 青菜.玉葱.人参

牛乳 /果物　バナナ /サブレ /バナナ/

特別 ①

ケチャップライス 玉葱.人参.ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ冷

鶏肉の唐揚げ 生姜.ﾆﾝﾆｸ

コーンサラダ ｷｬﾍﾞﾂ.胡瓜.ﾎｰﾙｺｰﾝ缶

牛乳 /(乳児)プレーンクッキー/(幼児)柏餅/せんべい ///

赤 黄 緑

アメリカ料理の日


