
令和元年5月

　月曜日 　火曜日 　水曜日 　木曜日 　金曜日 　土曜日
午
前

6 7
せんべい、人参
100％野菜ジュース 8 クラッカー、麦茶 9 ビスケット、牛乳 10

きゅうりスティッ
ク、麦茶

11 せんべい、麦茶

昼
食

午
後

午
前

13
☆人参スティッ
ク、牛乳

14 ビスケット、牛乳 15 チーズ、麦茶 16 バナナ、牛乳 17 せんべい、麦茶 18 クラッカー、牛乳

昼
食

午
後

午
前

20
ゴマビスケット、
牛乳

21
☆いちごジャム
ヨーグルト、麦茶

22 せんべい、麦茶 23
たまごボーロ、牛
乳

24 ウエハース、牛乳 25

昼
食

午
後

午
前

27
☆ふかし芋（じゃ
がいも）、牛乳

28
☆ブルーべリージャ
ムヨーグルト、麦茶 29 せんべい、麦茶 30 ビスケット、牛乳 31

クラッカー、人参
100％野菜ジュース

昼
食

午
後

　月曜日 　火曜日 　水曜日 　木曜日 　金曜日 　土曜日
午
前

6 7 せんべい、牛乳 8 クラッカー、麦茶 9 ビスケット、牛乳 10
きゅうりスティッ
ク、麦茶

11 せんべい、麦茶

昼
食

午
後

午
前

13
☆人参スティッ
ク、牛乳

14 ビスケット、牛乳 15 チーズ、麦茶 16 バナナ、牛乳 17 せんべい、麦茶 18 クラッカー、牛乳

昼
食

午
後

午
前

20 ビスケット、牛乳 21
☆いちごジャム
ヨーグルト、麦茶

22 せんべい、麦茶 23
たまごボーロ、牛
乳

24 ウエハース、牛乳 25

昼
食

午
後

午
前

27
☆ふかし芋（じゃ
がいも）、牛乳

28
☆ブルーべリージャ
ムヨーグルト、麦茶 29 せんべい、麦茶 30 ビスケット、牛乳 31 クラッカー、牛乳

昼
食

午
後

※離乳食の進み具合やアレルギーのあるお子様は乳製品（牛乳、ヨーグルト）以外のおやつを提供します。
※14日はお誕生日メニューになります。
※発注によって献立が変更になる場合があります。
※☆印は手作りおやつになります。
※朝おやつはつくし・どんぐり・たんぽぽのみになります。

ビスケット、牛乳 ☆ツナおじや、麦茶 ミルクパン、牛乳
☆フルーツヨーグルト、ク
ラッカー、麦茶

☆バナナ蒸しパン、牛乳

軟飯、カレイ煮、ひじきの
煮物、塩ちゃんこ汁、メロ
ン

野菜うどん、ジャーマンポ
テト、わかめスープ、バナ
ナ

軟飯、麻婆豆腐、中華サラ
ダ、ビーフンスープ、オレ
ンジ

食パン、鶏肉煮、コーンサ
ラダ、ポークビーンズ

三色丼、筑前煮、新玉ねぎ
とわかめのみそ汁、ピンク
グレープフルーツ

☆蒸しパン、牛乳 ウエハース、牛乳 ☆豆乳蒸しパン、牛乳
☆ピーチヨーグルト、せん
べい、麦茶

クラッカー、牛乳

軟飯、鶏肉煮、三色ナム
ル、中華風みそスープ、キ
ウイフルーツ

雑穀軟飯、カレイの煮つ
け、ポテトサラダ、豚汁、
バナナ

味噌野菜うどん、白身魚
煮、オレンジ

食パン、タンドリーチキン
煮、ごぼうサラダ、野菜
たっぷりコーンスープ

軟飯、豚肉のすき焼き風
煮、きゃべつのごま和え、
もやしのみそ汁、ゴールド
キウイ

親子バス旅行

北泉保育園

振替休日
軟飯、鶏むね肉煮、小松菜
のお浸し、じゃがいものみ
そ汁、オレンジ

軟ミートソーススパゲ
ティ、フレンチサラダ、
ジュリアンスープ、、バナ
ナ

食パン、タラ煮、チキンご
まサラダ、チンゲン菜の
スープ

軟飯、豆腐入り肉団子煮、
野菜の煮物、具だくさんみ
そ汁、ゴールドキウイ

カレーライス、きのこ味噌
汁、バナナ

振替休日

ご飯、鶏むね肉の万能タレ
焼き、小松菜のお浸し、
じゃがいものみそ汁、オレ
ンジ

ミートソーススパゲティ、
フレンチサラダ、ジュリア
ンスープ、、バナナ

せんべい、麦茶 ビスケット、牛乳
☆ふかし芋（じゃがい
も）、牛乳

せんべい、牛乳 ビスケット、牛乳

食パン、タラのフライ、チ
キンごまサラダ、チンゲン
菜のスープ

ご飯、豆腐入り松風焼き、
よろ昆布、具だくさんみそ
汁、ゴールドキウイ

カレーライス、きのこ味噌
汁、バナナ

☆お好み焼き、麦茶 野菜バー、牛乳
☆ふかし芋（じゃがい
も）、牛乳

せんべい、乳酸ドリンク ビスケット、牛乳

ご飯、鮭の照り焼き、切干
大根の煮物、さつまいもの
みそ汁、バナナ

たけのこご飯、米つき団
子、ほうれん草のごま和
え、わかめのすまし汁、り
んごゼリー

ちゃんぽんうどん、新じゃ
がと大根のそぼろ煮、ピン
クグレープフルーツ

ご飯、カツ煮、さっぱり和
え、とろーりなめこ汁

チキンレバーカレー、きゅ
うりとわかめの酢の物、き
のこのみそ汁、オレンジ

ツナピラフ、野菜スープ、
バナナ

☆ミルクくずもち、麦茶 ☆かぶとパイ、牛乳 ☆おかかおにぎり、麦茶
☆手作りイチゴジャムヨー
グルト、ビスケット、麦茶

選べるコッペパン、牛乳 ビスコ、牛乳

ご飯、ユーリンチー、三色
ナムル、中華風みそスー
プ、キウイフルーツ

雑穀ご飯、カレイの煮つ
け、ポテトサラダ、豚汁、
バナナ

味噌ラーメン、ちくわの磯
辺揚げ、オレンジ

食パン、タンドリーチキ
ン、ごぼうサラダ、野菜
たっぷりコーンスープ

ご飯、豚肉のすき焼き風
煮、きゃべつのごま和え、
もやしのみそ汁、ゴールド
キウイ

親子バス旅行

☆ショコラケーキ、牛乳
プリン、カル鉄ウエハー
ス、牛乳

☆豆乳ドーナツ、牛乳
☆ピーチヨーグルト、する
め、麦茶

クラッカー、人参100％
野菜ジュース

ご飯、鯖の味噌焼き、ひじ
きの煮物、塩ちゃんこ汁、
メロン

焼きそば、ジャーマンポテ
ト、わかめスープ、バナナ

ご飯、麻婆豆腐、中華サラ
ダ、ビーフンスープ、オレ
ンジ

食パン、クリスピーチキ
ン、コーンサラダ、ポーク
ビーンズ

三色丼、筑前煮、新玉ねぎ
とわかめのみそ汁、ピンク
グレープフルーツ

☆つぶつぶオレンジゼ
リー、ビスケット、牛乳

☆ツナと塩昆布のおにぎ
り、麦茶

☆キャラメルお麩ラスク、
牛乳

☆フルーツヨーグルト、芋
けんぴ、麦茶

☆マーブルバナナケーキ、
牛乳

軟飯、鮭煮、切干大根の煮
物、さつまいものみそ汁、
バナナ

たけのこ軟飯、米つき団子
煮、ほうれん草のごま和
え、わかめのすまし汁、果
物

ちゃんぽんうどん、新じゃ
がと大根のそぼろ煮、ピン
クグレープフルーツ

軟飯、鶏肉煮、さっぱり和
え、とろーりなめこ汁

チキンレバーカレー、きゅ
うりとわかめのあえ物、き
のこのみそ汁、オレンジ

軟ツナピラフ、野菜スー
プ、バナナ

☆ミルクくずもち、麦茶 ☆ふかし芋、牛乳 ☆おかかおじや、麦茶
☆手作りイチゴジャムヨー
グルト、ビスケット、麦茶

ミルクパン、牛乳 ビスケット、牛乳

幼児 5月 献立表

完了


