
3歳未満児

お菓子 いわしの梅煮　　ブロッコリーの練りごま和え お菓子

牛乳 豆腐の味噌汁 牛乳

クッキー ビビンバ　　フルーツ クッキー

牛乳 中華スープ　　いりこ 牛乳

チーズ 鶏肉のマーマレード照り焼き　　ミニトマト マーブルケーキ

牛乳 マセドニアンサラダ　　白菜のスープ　　いりこ ヤクルト

バランスのとれた食事や睡眠を十分とり、連休中も体調管理をしっかりおこないましょう お菓子 あんかけ豆腐ハンバーグ　　炒り煮 お菓子

牛乳 麩の味噌汁 牛乳

●食事をしっかり摂りましょう。一日の始まり、朝ごはんはとても大切です。 ビスケット 魚のオーロラソース焼き　　ベークドポテト ひじきおにぎり

●バランスのとれた食事で十分に栄養を摂り、体調を整えましょう。 牛乳 ブロッコリーのサラダ　　カレースープ　　いりこ お茶

①　たんぱく質（筋肉をつくる）…肉・魚・卵・大豆（大豆製品）・牛乳・乳製品など ココアプチ 野菜炒め　　スタミナ納豆 レーズン蒸しパン

②　炭水化物（持久力・集中力の維持）…ごはん・パン・麺など 牛乳 すまし汁　　いりこ 牛乳

③　ビタミン（体の調子を整える）…野菜・きのこ・果物など せんべい 竹輪の磯場揚げ　　レタス わらびもち

●運動をした後や汗をかいた後などは、とくに水分補給をこまめにおこないましょう。 牛乳 タイピーエン　　チーズ　　いりこ 牛乳

●十分な睡眠を確保することで、疲労回復につながります。睡眠は十分にとりましょう 野菜スティック ハヤシライス　　フルーツ 野菜チップス

牛乳 チキンサラダ　　いりこ 牛乳

クラッカー 厚揚げの中華炒め　　伴三絲 ピザトースト

牛乳 チンゲン菜の中華スープ　　いりこ 牛乳

お菓子 塩焼き　　小松菜と雑魚のサラダ お菓子

牛乳 肉団子スープ 牛乳

ボーロ 魚の甘酢あんかけ　　ブロッコリーのピーナッツバター和え 南瓜クッキー

牛乳 しめじのすまし汁　　いりこ 牛乳

かりんとう マカロニグラタン　　ゼリー ヨーグルト和え

牛乳 アスパラのサラダ　　いりこ お茶

ウエハース 鶏肉のみそ炒め　　かきたま汁 ツナサンド

牛乳 オクラのなめこ和え　　いりこ 牛乳

クッキー そぼろ丼　　荒野豆腐の含め煮　　フルーツ スナックサモサ

牛乳 じゃがいもの味噌汁　　いりこ 牛乳

チーズ 豚肉の生姜焼き　　もやしソテー　　いりこ いももち

牛乳 ひじきの中華サラダ　　キャベツのスープ 牛乳

お菓子 チキンピカタ　　南瓜のカレー和え お菓子

牛乳 もやしのスープ 牛乳

ビスケット 魚の照り焼き　　人参甘煮 たこ焼き

牛乳 ワカメ和え　　たぬき汁　　いりこ 牛乳

ココアプチ 中華風豆腐ハンバーグ　　もやしのナムル 抹茶蒸しパン

牛乳 中華風かきたまスープ　　いりこ 牛乳

せんべい 鶏肉の野菜焼き　　スパゲティサラダ 切り干し大根おにぎり

牛乳 小松菜スープ　　いりこ 牛乳

野菜スティック 味噌豚丼　　フルーツ キャラメルポテト

牛乳 五目汁　　いりこ ヤクルト

クラッカー ピラフ　はんぺん入りエビカツ　ミニトマト　ゼリー UFOパン

牛乳 レンコンサラダ　ざっくりスープ　いりこ ジュース

お菓子 鶏肉の香味焼　　ゆかり和え お菓子

牛乳 南瓜の味噌汁 牛乳

ボーロ 魚のマヨネーズ焼き　　じゃがコーン パセリクラッカー

牛乳 人参しりしり　　きのこのスープ　　いりこ 牛乳

29 土
鶏もも肉　かまぼこ 米　砂糖 だいこん　きゅうり

油揚げ　みそ　牛乳 ごま油　ごま かぼちゃ　玉ねぎ　ニラ

31 月
白身魚　卵　シーチキン 米　マヨネーズ　じゃがいも コーン　にんじん　しめじ

ベーコン　チーズ　いりこ　牛乳 バター　砂糖　ごま　ごま油　小麦粉 しいたけ　えのきたけ　玉ねぎ　パセリ

27 木
豚肉　みそ　鶏もも肉 米　油　砂糖　さといも　片栗粉 玉ねぎ　にんじん　ネギ

油揚げ　みそ　いりこ　ヤクルト さつまいも　グラニュー糖　バター しいたけ　ごぼう　りんご

28 金
えび　ウインナー　はんぺん　卵 米　片栗粉　パン粉　油　砂糖　ゼリー ミックスベジタブル　玉ねぎ　ミニトマト

ハム　ベーコン　スキムミルク　いりこ ごま　マヨネーズ　じゃがいも　小麦粉　バター レンコン　きゅうり　にんじん　キャベツ

25 火
豆腐　豚ひき肉　卵 米　パン粉　ごま油　砂糖　片栗粉 玉ねぎ　ネギ　もやし　きゅうり

いりこ　牛乳 ごま　ミックス粉　甘納豆 にんじん　クリームコーン　小ネギ

26 水
鶏もも肉　チーズ　ハム 米　砂糖　スパゲティ 玉ねぎ　にんじん　ピーマン　しめじ

ベーコン　いりこ　牛乳 マヨネーズ きゅうり　こまつな　えのきたけ　切り干し大根

22 土
鶏もも肉　卵 米　小麦粉　砂糖 トマトケチャップ　かぼちゃ　きゅうり

牛乳 マヨネーズ にんじん　もやし　玉ねぎ

24 月
白身魚　シーチキン 米　油　片栗粉 にんじん　わかめ　きゅうり　玉ねぎ

天平　いりこ　牛乳 たこ焼き えのきたけ　ネギ　しょうが　青のり

20 木
鶏ひき肉　豆腐　卵　荒野豆腐　豚ひき肉 米　油　砂糖　片栗粉 玉ねぎ　にんじん　干しいたけ　グリンピース

油揚げ　みそ　大豆　いりこ　牛乳 じゃがいも　小麦粉　餃子の皮 わかめ　バナナ　トマトケチャップ

21 金
豚肉　ハム　きな粉 米　油　ごま　ごま油 もやし　ひじき　きゅうり

ウインナー　いりこ　牛乳 さつまいも　白玉粉 にんじん　キャベツ　玉ねぎ

18 火
鶏もも肉　スキムミルク　チーズ 米　マカロニ　パン粉　マヨネーズ 玉ねぎ　にんじん　しめじ　アスパラガス

ベーコン　牛乳　いりこ　ヨーグルト 油　ゼリー　砂糖 キャベツ　みかん　黄桃　パイン　バナナ

19 水
鶏もも肉　みそ　卵 米　油　砂糖　片栗粉 なす　玉ねぎ　ネギ　にんじん

シーチキン　いりこ　牛乳 食パン　マヨネーズ オクラ　なめたけ　小ネギ　キャベツ　きゅうり

15 土
サバ　しらす干し 米 こまつな　にんじん　コーン

鶏ひき肉　牛乳 ごま油 にんにく　玉ねぎ　パセリ

17 月
白身魚　ハム 米　小麦粉　片栗粉　油　砂糖 玉ねぎ　にんじん　ピーマン　もやし

いりこ　牛乳 ピーナッツバター　バター ブロッコリー　わかめ　しめじ　小ネギ　かぼちゃ

13 木
牛肉　ささみ 米　油　砂糖　ごま油 玉ねぎ　にんじん　トマト　グリンピース

いりこ　牛乳 さつまいも　じゃがいも きゅうり　キャベツ　れんこん　オレンジ

14 金
厚揚げ　豚肉　卵 米　油　砂糖　ごま油 ピーマン　しいたけ　たけのこ　にんじん　ネギ

ベーコン　チーズ　いりこ　牛乳 片栗粉　春雨　食パン きゅうり　チンゲン菜　玉ねぎ　コーン

11 火
豚肉　納豆　鶏ひき肉 米　油　砂糖　ごま油 キャベツ　玉ねぎ　にんじん　もやし

かまぼこ　いりこ　牛乳 ミックス粉　黒砂糖 ピーマン　小ネギ　ほうれん草　レーズン

12 水
竹輪　卵　豚肉　きな粉 米　小麦粉　油　マヨネーズ あおのり　レタス　にんじん

うずらの卵　チーズ　いりこ　牛乳 春雨　片栗粉　三温糖　黒砂糖 キャベツ　玉ねぎ　きくらげ

8 土
豆腐　鶏ひき肉 米　砂糖　片栗粉 グリンピース　切り干し大根　にんじん

天平　油揚げ　みそ　牛乳 麩 いんげん　玉ねぎ　小ネギ

10 月
白身魚　ハム　卵　ベーコン 米　マヨネーズ　じゃがいも トマトケチャップ　ブロッコリー　にんじん

鶏もも肉　油揚げ　いりこ　牛乳 油　砂糖 玉ねぎ　もやし　ひじき　グリンピース

6 木
合挽肉 米　ごま　ごま油　砂糖 玉ねぎ　たけのこ　ネギ　ほうれん草

いりこ　牛乳 小麦粉　バター もやし　にんじん　わかめ　小ネギ　りんご

7 金
鶏もも肉　卵　ハム 米　じゃがいも　マヨネーズ マーマレード　ミニトマト　にんじん

ベーコン　いりこ　ヤクルト ミックス粉　バター　砂糖 きゅうり　はくさい　しめじ　パセリ

5 水 こどもの日

月 憲法記念日

4 火 みどりの日

 連日コロナウイルス関連のニュースで心配が絶えませんね。また、ゴールデンウィークはお休

みの日が多くなります。連休中は生活リズムも乱れやすくなりがちです。食生活の乱れや睡眠不

足などは、体調の変化をきたし易くなります。いつもの生活リズムを守って、体調の変化を見過

ごさないように過ごしましょう。

じゃがいも

５月の献立

日 曜 昼 食 ３時のおやつ

食品名

午前のおやつ
あか き みどり

体を大きくする エネルギーのもとになる 体の調子を調える

1 土
いわし　カニカマ 米　練りごま ブロッコリー　にんじん

豆腐　油揚げ　みそ　牛乳 砂糖 玉ねぎ　わかめ　ネギ

3

令和３年度5月給食だより

朝ごはんを食べよう

朝食は一日の生活のスタート

です。 朝起きたときの身体は

エネルギー不足で 体温も低い

状態です。 朝ごはんを食べる

ことで体温が上がり、 眠って

いた脳や身体にスイッチが 入

ります。朝ごはんを食べない

と ぼーっとしてケガにつな

がったり、 いらいらしたり、

元気にあそぶことが できませ

ん。また、1 回の量が あまり

多く食べられない子どもに

とって、 朝食は大切な栄養源

です。 お友達とたくさん活動

できるように 朝ごはんをしっ

かりと食べましょう！

5 月～7 月が旬のじゃがいもは、 ビタミン

豊富な、主食にもなる野菜です。 主成分はでん

ぷんで、ビタミン C や B1 が豊富に 含まれて

います。 ビタミン C は水溶性で水に溶け出て

しまう上、 熱にも弱く壊れやすいので、調理後

の食品から 摂るのは難しいです。ですが、じゃ

がいもの ビタミン C は、でんぷんで守られて

いるため 壊れにくく、調理してからでも効率よ

く摂ることが できます。 一方、ビタミン B1 

は糖質がエネルギーになるときに 必要な栄養素

です。また体内の疲労物質を正常に 保つ役割も

担っています。不足してしまうと、糖質を エネ

ルギーに変えられず、体脂肪にしてしまい、疲

労物質もたまり、疲れやすくなります。

栄養いっぱいのじゃがいもを 食べて元気に過

ごしましょう！

食育なぞなぞ
しょくぱんにあるものはなあに？

【くち・め・ほっぺ・みみ・かみ】

こたえ：みみ焼くと香ばしくなって、揚げて砂糖をまぶしてもおいしいよ！


