
平成 26 年　5 月　給食献立表 こでまり保育園
赤色 黄色 おやつ おやつ

ＰＭ３時 血や肉を作る食品 力となる食品 ＡＭ９時半 ＰＭ５時

1 ごはん　　　きのこの味噌汁 ☆しるこサンド（愛知名物） いか ごはん しめじ えのき しいたけ 野菜うどん
632Cal イカフライ ☆ヨーグルトグラノーラ ヨーグルト グラノーラ 　長ネギ しゅうまい

白和え(群馬県郷土料） 麦茶 豆腐 ビスケット トマト
2　　　　　　子どもの日ランチ 子どもの日 豚ひき肉 小麦粉 人参 キャベツ きゅうり いなりずし　ゼリー

569Cal 鯉のぼりごはん カラフル温野菜 スペシャルおやつ ベーコン ごはん ポテトサラダ
ハンバーグ　お星様スープ　ゼリー ウインナー炒め

7 和風キーマーカレーライス バタークッキー ヨーグルト じゃが芋 大根 アスパラ 人参 麻婆豆腐丼
490Cal パリパリサラダ バナナ 豚ひき肉 クッキー 玉ねぎ 小松菜の和えもの

ヨーグルト 麦茶 パリパリ麺 味噌汁　果物
8 筍ごはん なめこの味噌汁 ☆ミルクくずもち 牛乳　きな粉 片栗粉 なめこ 長ネギ 玉ねぎ ☆ツナマヨコーンパスタ

420Cal 春野菜肉じゃが 麦茶 豚肉 春巻き
浅漬け 豆腐 コンソメスープ

9 玄米パン オレンジ あんこ蒸しパン あずき 小麦粉 オレンジ 人参 玉ねぎ ピラフ
624Cal ハッシュドポーク 牛乳 豚肉 じゃが芋 きゅうり からあげ

きゅうりとトマトのサラダ 牛乳 パン 野菜スープ
10 カレーライス デザート パン 豚肉 パン キャベツ

500Cal 野菜サラダ 牛乳 牛乳 ごはん きゅうり

12 ミートスパゲティー ☆新玉ねぎの納豆おやき 豚ひき肉 小麦粉 玉ねぎ 人参 アスパラ 以：いわしっこ ごはん　野菜スープ
420Cal 春野菜サラダ スキムミルク スキムミルク パスタ キャベツ トマト きゅうり 白身魚のソテー

コーンスープ　　　りんご 納豆 フレンチサラダ
13 ロールパン コンソメスープ 金時豆のうす焼き 鶏肉 小麦粉 人参 玉ねぎ にんにく ごはん　味噌汁

481Cal 鶏肉の照り焼き 麦茶 いか パン 筍肉団子

シーフードサラダ えび 金時豆 中華サラダ
14 中華丼 いちご せんべい 卵 せんべい いちご バナナ 白菜 ポークカレーライス

651Cal 海藻サラダ バナナ 豚肉 ごはん ハムサラダ
かき玉汁 牛乳 牛乳 ゼリー

15 ごはん　　　きのこの味噌汁 ☆しるこサンド（愛知名物） いか ごはん しめじ えのき しいたけ 野菜うどん
632Cal イカフライ ☆ヨーグルトグラノーラ ヨーグルト グラノーラ 　長ネギ お皿コロッケ

白和え(群馬県郷土料） 麦茶 豆腐 ビスケット トマト
16 食パン 人参スープ こんぶおにぎり 牛乳 ごはん 人参 コーン缶 玉ねぎ いなりずし　ゼリー

680Cal メンチカツ りんご 麦茶 豚ひき肉 ポテトサラダ
コーンサラダ ウインナー炒め

17 チャーハン 中華スープ パン ハム ごはん もやし

500Cal ぎょうざ 牛乳 ひき肉 パン わかめ 長ネギ

19 春キャベツの焼そば 蒸しじゃが芋 ハム じゃが芋 きゅうり わかめ 人参 以：いわしっこ 鶏ミックス丼
450Cal ハムときゅうりの酢の物 オニオンコンビーフ 豚肉 やきそば麺 しめじ えのき コーン缶 ほうれん草の胡麻和え

☆きのコーンスープ コンビーフ 味噌汁
20 ごはん　　　味噌ワンタンスープ ☆きな粉揚げパン ししゃも ごはん 玉ねぎ 人参 わかめ ごはん　お浸し　お吸い物

681Cal ししゃもフライ スキムミルク ウインナー ワンタン 筍 いんげん 長ネギ 鮭のちゃんちゃ焼き
筍とウインナーの煮物 きな粉　スキムミルク きな粉 (北海道郷土料理）

21 和風キーマーカレーライス バタークッキー いか ごはん しめじ えのき しいたけ 麻婆豆腐丼
490Cal パリパリサラダ バナナ ヨーグルト グラノーラ 　長ネギ 小松菜の和えもの

ヨーグルト 麦茶 豆腐 ビスケット 味噌汁　果物
22 筍ごはん なめこの味噌汁 ☆ミルクくずもち 牛乳　きな粉 片栗粉 なめこ 長ネギ 玉ねぎ ☆ツナマヨコーンパスタ

420Cal 春野菜肉じゃが 麦茶 豚肉 春巻き
浅漬け 豆腐 コンソメスープ

23 玄米パン オレンジ あんこ蒸しパン あずき 小麦粉 オレンジ 人参 玉ねぎ ピラフ
624Cal ハッシュドポーク 牛乳 豚肉 じゃが芋 きゅうり からあげ

きゅうりとトマトのサラダ 牛乳 パン 野菜スープ
24

500Cal

26 ミートスパゲティー ☆新玉ねぎの納豆おやき 豚ひき肉 小麦粉 玉ねぎ 人参 アスパラ 以：いわしっこ ごはん　野菜スープ
420Cal 春野菜サラダ スキムミルク スキムミルク パスタ キャベツ トマト きゅうり 白身魚のソテー

コーンスープ　　　りんご 納豆 フレンチサラダ
27 ロールパン コンソメスープ 金時豆のうす焼き 鶏肉 小麦粉 人参 玉ねぎ にんにく ごはん　味噌汁

481Cal 鶏肉の照り焼き 牛乳 いか パン 筍肉団子
シーフードサラダ えび 金時豆 中華サラダ

28 中華丼 いちご せんべい 卵 せんべい いちご バナナ 白菜 ポークカレーライス
651Cal 海藻サラダ バナナ 豚肉 ごはん ハムサラダ

かき玉汁 牛乳 牛乳 ゼリー
29 ごはん　　　きのこの味噌汁 ☆しるこサンド（愛知名物） いか ごはん しめじ えのき しいたけ 野菜うどん

632Cal イカフライ ☆ヨーグルトグラノーラ ヨーグルト グラノーラ 　長ネギ お皿コロッケ
白和え(群馬県郷土料） 麦茶 豆腐 ビスケット トマト

30 食パン 人参スープ こんぶおにぎり 牛乳 パン 人参 コーン缶 玉ねぎ いなりずし　ゼリー
680Cal メンチカツ りんご 麦茶 豚ひき肉 ごはん ポテトサラダ

コーンサラダ ウインナー炒め
31 カレーライス デザート パン 豚肉 パン キャベツ

500Cal 野菜サラダ 牛乳 牛乳 ごはん きゅうり
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☆印は新メニューです。      仕入れ等の都合により変更することがあります。　Cal、食材表示は昼食・おやつになります。
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給食だより	
.	

4月の給食の様子	

いかの豆知識	  
イカの甘みをおいしくいただくためには、できるだけ鮮度のよいものを選びま
しょう。黒褐色の表皮に小さな斑点があり、明滅していて透明感のあるものが
新鮮です。イカのたんぱく質は魚よりやや少なめですが、組成のよいたんぱく
質で、脂肪は少ないので、低カロリーの食材と言えます。ダイエットをしている
人や、糖尿病、心臓病などエネルギー制限を必要とする人は安心して食べる

事ができます。コレステロールをさげるタウリンが含まれています。	

５月ピックアップ食材　	
たまねぎ→血液サラサラ	

たけのこ→食物繊維豊富	
いか→低カロリー高タンパク	

	
	

鍛えよう！咀嚼力！！
噛む力は脳を育てる！という言葉を良く耳にしますが、最近ではお肉や繊維質の多い野菜などしっかり
噛んで食べる事ができない子ども達が増えているように思います。	
噛む事は、健康にとって大切なことです。保育園でも、煮干しやごぼうなど咀嚼力を鍛える食材をたくさん
取り入れていきますので、ご家庭でも参考にして頂ければ、嬉しく思います（*^_^*）	
子どもたちの食べる姿を観察しながら、噛む力を育てる支援をしていきましょう。	

	

	

　４月のお楽しみ給食	
えびフライに子ども達は、
大喜びでした♪	
お花ごはんも大好評☆	
	

「今日の給食美味しかっ
たよ～！！」と毎回報告

してくれるこどもたち
（*^_^*）	

とても嬉しく思います☆	


