
あかの食品 みどりの食品 きいろの食品
その他
調味料

おやつ

日
曜
日

血や肉になるもの 体の調子をととのえるもの 熱や力になるもの

1 金 焼き魚・コーン入りおひたし・野菜汁・焼きのり
サバ・豆腐・みそ・焼
きのり

ほうれん草・ホールコーン缶・もやし・大根・
人参・長ねぎ・しらたき

じゃがいも 塩・しょうゆ・だし汁
牛乳
お菓子

★ 2 土 麻婆丼・春雨サラダ 豆腐・豚ひき肉・みそ
しょうが・にんにく・人参・干ししいたけ・長
ねぎ・にら・もやし

米・油・砂糖・片栗粉・
ごま油

しょうゆ・酢
お茶
お菓子

7 木 肉豆腐・もやしの中華和え・りんご 豚もも肉・豆腐
人参・白菜・玉ねぎ・しらたき・えのきたけ・
小松菜・もやし・きゅうり・ホールコーン缶・
りんご

油・砂糖・ごま油・白い
りごま

しょうゆ・酢・だし汁・
みりん

お茶
そぼろおにぎり

8 金 カレー・切干大根とツナの和えもの・オレンジ 豚もも肉・ツナ缶
玉ねぎ・人参・切り干し大根・きゅうり・オレ
ンジ

じゃがいも・砂糖・ごま
油

カレールウ・トマトケ
チャップ・しょうゆ・酢

お茶
ヨーグルト

★ 9 土 豚丼・野菜汁 豚肉・みそ
玉ねぎ・小松菜・しらたき・えのきたけ・人
参・長ねぎ

米・砂糖 しょうゆ・酒・だし汁
お茶
お菓子

11 月 炒り豆腐・中華サラダ・りんご
豆腐・豚ひき肉・ひじ
き・わかめ

干ししいたけ・玉ねぎ・人参・しらたき・小松
菜・きゅうり・もやし・ホールコーン缶・りん
ご

春雨・油・ごま油・砂糖 しょうゆ・塩・酢
お茶

鮭わかめおにぎり

12 火 魚の塩麹漬け焼き・すき昆布の炒り煮・かき卵汁
マス・さつま揚げ・鶏
卵・豆腐・すき昆布

人参・干ししいたけ・キャベツ・しらたき 油・砂糖
塩麹・しょうゆ・みり
ん・だし汁・塩

お茶
ヨーグルト

13 水
≪避難訓練≫
白がゆ・肉じゃが・豚汁

牛乳・豚肉・うすあ
げ・みそ

こんにゃく・人参・玉ねぎ・ごぼう
アルファ米・じゃがい
も・里いも・砂糖

かつおだし・しょうゆ
お水

米粉クッキー

14 木 中華うま煮・ポテトサラダ・ごまふりかけ 豚肉・かまぼこ
白菜・玉ねぎ・人参・干ししいたけ・チンゲン
菜・しょうが・きゅうり・ホールコーン缶

油・片栗粉・ごま油・
じゃがいも・マヨネー
ズ・白いりごま・白すり
ごま

コンソメ・塩・しょう
ゆ・塩

牛乳
ジャムサンド

15 金 鶏肉のオーブン焼き・ブロッコリーのおかか和え・卵入り野菜スープ・オレンジ
鶏もも肉・かつお節・
鶏卵

パセリ・ブロッコリー・人参・小松菜・人参・
えのきたけ・オレンジ

小麦粉・じゃがいも
カレー粉・しょうゆ・コ
ンソメ・塩

牛乳
お菓子

★ 16 土 カレーライス・マカロニサラダ 豚肉 玉ねぎ・人参・きゅうり・ホールコーン缶
米・じゃがいも・油・マ
ヨドレ・マカロニ

カレールウ・トマトケ
チャップ・塩

お茶
お菓子

18 月 じゃがいものそぼろ煮・ほうれん草とちくわの和え物・ひじきふりかけ
豚ひき肉・ちくわ・ひ
じき

人参・干ししいたけ・玉ねぎ・しらたき・小松
菜・ほうれん草・もやし・ほうれん草・もや
し・ホールコーン缶

じゃがいも・油・ごま
油・砂糖・片栗粉・白い
りごま

塩・しょうゆ・だし汁・
酢

牛乳
お菓子

19 火
≪食育の日≫
魚の蒲焼き・スナップえんどうと春キャベツのサラダ・みそ汁・りんご

サンマ・油揚げ・み
そ・わかめ

しょうが・スナップえんどう・キャベツ・ホー
ルコーン缶・人参・かぶ・りんご

片栗粉・油・マヨネー
ズ・砂糖

酒・しょうゆ・みりん・
酢・塩・だし汁

牛乳
マカロニきなこ

20 水 チキンカツ・即席漬け・なめこ汁
鶏むね肉・豆腐・わか
め・みそ

きゅうり・キャベツ・人参・なめこ・長ねぎ
小麦粉・パン粉・油・砂
糖

塩・トマトケチャップ・
中濃ソース

牛乳
りんごジャムサンド

21 木 親子煮・マカロニサラダ・オレンジ 鶏もも肉・鶏卵
玉ねぎ・人参・干ししいたけ・しらたき・小松
菜・きゅうり・ホールコーン缶・オレンジ

じゃがいも・車麩・油・
砂糖・マカロニ・マヨ
ネーズ

だし汁・塩・しょうゆ
お茶

ツナおにぎり

22 金 中華風ローストチキン・三色ひたし・ワンタン汁・焼きのり
鶏もも肉・豚肉・焼き
のり

玉ねぎ・しょうが・にんにく・ほうれん草・も
やし・人参・チンゲン菜・長ねぎ

ワンタンの皮・ごま油・
白いりごま

みりん・しょうゆ・塩・
コンソメ

牛乳
お菓子

★ 23 土 そぼろ丼・わかめスープ
豚ひき肉・大豆水煮・
わかめ

にんにく・もやし・ホールコーン缶
米・ごま油・白いりご
ま・砂糖

しょうゆ・コンソメ・塩
お茶
お菓子

25 月 ポークビーンズ・アスパラとツナのサラダ・りんご
豚もも肉・大豆水煮・
ツナ缶

玉ねぎ・人参・トマト缶・にんにく・トマト
ピューレ・アスパラガス・キャベツ・きゅう
り・ホールコーン缶・りんご

油・砂糖・じゃがいも コンソメ・塩・酢
牛乳
お菓子

26 火 魚のかんきつ風味焼き・カラフルサラダ・みそかき卵汁
ブリ・豆腐・わかめ・
みそ・鶏卵

オレンジジュース・ブロッコリー・人参・ホー
ルコーン缶・小松菜・長ねぎ

じゃがいも・マヨネー
ズ・マーマレード

しょうゆ・酒・だし汁
お茶

コーンおにぎり

27 水
≪お誕生会≫
カレーうどん・鶏のから揚げ・レモンシャーベット

油揚げ・鶏もも肉 玉ねぎ・人参・キャベツ・しょうが ソフト麺・油・片栗粉
塩・しょうゆ・だし汁・
酒・シャーベット

りんごジュース
ガトーショコラ

28 木 麻婆豆腐・華風和え・オレンジ 豆腐・豚ひき肉・みそ
しょうが・にんにく・人参・干ししいたけ・長
ねぎ・にら・もやし・きゅうり・オレンジ

油・砂糖・片栗粉・春
雨・ごま油・白いりごま

しょうゆ・酢
お茶

ヨーグルト

29 金
グウバオロウ

鍋爆肉（豚もも肉のケチャップ炒め）・かりかり漬け・みそ汁・りんご
豚もも肉・みそ・わか
め

きゅうり・人参・玉ねぎ・キャベツ・りんご
片栗粉・油・ごま油・砂
糖・じゃがいも

塩・酒・トマトケチャッ
プ・しょうゆ・酢・だし
汁

ジョア
スナックパン

★ 30 土 中華丼・キャベツのおかか和え 豚肉・かつお節
白菜・玉ねぎ・人参・チンゲン菜・しょうが・
キャベツ・ホールコーン缶

米・油・片栗粉 中華だし・塩・しょうゆ
お茶
お菓子

　

5月

お昼のこんだて

　※献立内容を変更する場合があります。　　★土曜日は完全給食です。　　※行事等で完全給食の日は　　　　マークを付けています。　　　　　　　発行：ほのぼの保育園

２０２０

米離れは、

健康離れかも…？！

おうちのかたへ

「早寝・早起き・朝ごはん」

入園・進級から１ヵ月が経ち、子どもたちも園に慣れてき

た頃ではないでしょうか。

子どもたちの健やかな成長には、適度な運動、バランスのと

れた食事、十分な休養・睡眠などの生活習慣が大切です。

特に、早寝・早起きをして朝ごはんをしっかり食べることは、

エネルギーや栄養を補給するだけでなく、将来の健康を支えて

いくための基礎となります。

■早寝

毎日決まった時間に寝ましょう
夜型生活で就寝時間が遅くなっていませんか？

子どもの就寝時間を決めて、その時間に合わせて生活す

るようにしましょう。また、早く寝られるように昼間

しっかり体を動かすことも大切です。

■早起き

朝食の３０分前には起きましょう
朝起きてすぐはお腹が空きません。太陽を浴び、身支度を

して、体を動かすことで、お腹が空いて朝ごはんをおいしく

食べることができます。

■朝ごはん

しっかり、よく噛んで食べましょう
朝ごはんを食べることで、体温を上昇させ、脳のエネル

ギー源であるブドウ糖が補われ、体や頭が働く準備が

できます。

朝ごはんには、黄色の食品（ごはん・パン）だけでなく、

赤の食品（肉・魚・卵・納豆など)と緑の食品（野菜・果

物）を揃えましょう。

食育の日 「スナップえんどうと

春キャベツのサラダ」

野菜のおいしい季節となりました。

今月は19日に、スナップえんどうをサラダでい

た

だきます。スナップえんどうは、比較的新しい野菜

ですが、さやえんどうのシャキシャキ感とグリンピ

ースの甘みをいっしょに味わうことができます。

筋をとりゆでてそのまま食べてもおいしいですが、

マヨネーズとの相性も良いです。また、炒め物や煮

物にも適しています。

お子さんと一緒に筋とりをしてみるのも良いです

ね。


