
江東園つばき保育園　令和5年　5月献立表
1日（月） 2日（火） 3日（水） 4日（木） 5日（金） 6日（土）

午前 豆乳 りんごジュース 豆乳ココア
ハヤシライス 中華風おこわ ご飯
スープ 清汁 清汁
春雨サラダ 人参金平 鶏と野菜のさっぱり煮
梅ゼリー 苺 かりふらわーのサラダ

バナナ
玄米茶 カルピス せん茶
しらすとチーズのパンケーキ 鯉のぼりケーキ カル次郎
ほうじ茶 せん茶 玄米茶
かぶきあげ カルシウムプチクッキー ハーベストセサミ

8日（月） 9日（火） 10日（水） 11日（木） 12日（金） 13日（土）

午前 フルーツミックスジュース 野菜ジュース ぶどうジュース オレンジジュース 牛乳 紫の野菜ジュース
ご飯 ご飯 納豆ご飯 ご飯 ご飯 ご飯
清汁 みそ汁 みそ汁 スープ スープ みそ汁
カレイの甘酢あんかけ 鮭の味噌漬け焼き 鶏の照り焼き クリームシチュー 豚肉のトマト煮込み カレイの煮付け
南瓜のコンソメ煮 大根サラダ 白菜サラダ キャベツとチーズのサラダ マカロニサラダ 二色和え
みかんレモンゼリー バナナ オレンジ フルーツゼリー ブルーベリーヨーグルト オレンジ
玄米茶 ほうじ茶 せん茶 玄米茶 ほうじ茶 せん茶
小松菜チーズ炒飯 豆乳もち じゃがもち 星たべよ 納豆入りお好み焼き ミニたい焼き
ほうじ茶 せん茶 玄米茶 ほうじ茶 せん茶 玄米茶
かぶきあげ カルシウムプチクッキー カル次郎 カルシウムウエハース ミニどら焼き ハーベストセサミ

15日（月） 16日（火） 17日（水） 18日（木） 19日（金） 20日（土）

午前 豆乳 りんごジュース グレープフルーツジュース 豆乳バナナ 飲むヨーグルト 豆乳ココア
ご飯 ご飯 ロールパン いりこ飯（徳島県） 挽肉カレーライス ご飯
清汁 みそ汁 スープ 清汁 清汁 みそ汁
鶏肉と大根のさっぱり煮 豚肉の中華風煮込み 鶏とキャベツのコンソメ炒め 鶏のやわらか煮 もやしの酢の物 鮭の塩焼き
切干大根の中華風サラダ 野菜の千種和え にんじんサラダ けんちょう パインムース わかめと玉ねぎの酢の物
りんごの甘煮 バナナ みかんヨーグルト 青りんごゼリー バナナ
玄米茶 ほうじ茶 せん茶 玄米茶 ほうじ茶 せん茶
しらすとチーズのパンケーキ ごろごろ苺ケーキ フルーツきんとん ミニどら焼き コーンわかめおにぎり カル次郎
ほうじ茶 せん茶 玄米茶 ほうじ茶 せん茶 玄米茶
かぶきあげ カルシウムプチクッキー カル次郎 カルシウムウエハース ミニどら焼き ハーベストセサミ

22日（月） 23日（火） 24日（水） 25日（木） 26日（金） 27日（土）
午前 フルーツミックスジュース 野菜ジュース ぶどうジュース オレンジジュース 牛乳 紫の野菜ジュース

ご飯 ご飯 サンドウィッチ ご飯 ご飯　 ご飯
みそ汁 みそ汁 スープ スープ 具だくさん汁 清汁
カレイのおろしソース 黒鯛の香草焼き ほうれん草のソテー 若鶏の照り焼き サバの塩焼き 肉の甘味噌炒め
春雨サラダ もやしの青じそサラダ いちごゼリー オクラと豆腐の和風サラダ もやしと若布のサラダ ブロッコリーのサラダ
オレンジ りんごの甘煮 みかんヨーグルト バナナ オレンジ
玄米茶 ほうじ茶 せん茶 玄米茶 ほうじ茶 せん茶
小松菜チーズ炒飯 豆乳もち じゃがもち 星たべよ 納豆入りお好み焼き ミニたい焼き
ほうじ茶 せん茶 玄米茶 ほうじ茶 せん茶 玄米茶
かぶきあげ カルシウムプチクッキー カル次郎 カルシウムウエハース ミニどら焼き ハーベストセサミ

29日（月） 30日（火） 31日（水）

午前 豆乳 りんごジュース グレープフルーツジュース
ミートソーススパゲティ 春野菜カレーライス ご飯
スープ スープ スープ
野菜のザクザクサラダ あいまぜ（大分県） ポークチャップ
バナナ 桃ヨーグルト トマトとアスパラのサラダ

オレンジ
玄米茶 ほうじ茶 せん茶
しらすとチーズのパンケーキ ミニどら焼き フルーツきんとん
ほうじ茶 せん茶 玄米茶
かぶきあげ カルシウムプチクッキー カル次郎

今月の平均給与栄養量　エネルギー394kcal　タンパク質15.1ｇ　脂質9.9g　※午前のおやつ、給食、午後のおやつを合わせた平均です。 江東園つばき保育園　管理栄養士　島田春菜
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5月となり過ごしやすい季節となりました。ですが同時に新年度の疲れが

出てくる時期でもあります。ゴールデンウィークのお休みで乱れがちに

なってしまった生活リズムを「早寝早起き朝ごはん」で整えて

元気に保育園に登園し、楽しく遊びましょう！

◆今月の行事食◆

2日（火）：端午の節句献立

18日（木）：４７都道府県ご当地献立　徳島県「いりこ飯」

30日（火）：４7都道府県ご当地献立　大分県「あいまぜ」 つばき保育園で大人気のおやつレシピ小松菜チーズ炒飯

★今月の給食目標★ ・小松菜　２本程度 ・しょうゆ　少々

「お腹が空いて、食事の時間を喜ぶ」 ・しらす　小さじ1 ・コンソメ　少々

・チーズ　5ｇ ・ゴマ油　少々

・ご飯　60ｇ

おやつについて ①小松菜は粗みじんに切りさっと茹でておく。

②ごま油で小松菜、しらすを軽く炒める。（馴染ませる程度でOK)

③②の鍋にしょうゆ、コンソメを入れ味をつけてからご飯を入れる。

④ご飯と具材が混ざったらチーズを加えて完成。

　またおやつには栄養補給の他に食べる楽しみという大切な役割もあります。 作るポイント

江東園つばき保育園　管理栄養士　島田春菜

江東園つばき保育園　給食だより　　令和5年5月

おやつを選ぼう！

　おやつには一日三食の食事で不足しているもの（食べられな

かったもの）を選ぶと良いでしょう。例えばお昼にうどん（炭水

化物）を食べたら3時のおやつにはチーズやヨーグルトなどの乳製

品、生の果物、ふかし芋などでたんぱく質やビタミン、ミネラル

の補給をしましょう。

　「空腹は最大の調味料」との言葉通りに空腹を感じてから食べるとより食事

は美味しく楽しくなります。そして体をよく動かして遊び、お腹が空いてから

ご飯を食べるということは、生活リズムを整える事にも繋がります。

　子どもは胃袋が小さく、消化吸収機能も未熟で一日三食の食事だけでは成長

に必要な栄養を賄うことができません。そこで不足する栄養を補給する目的で

一日一回から二回ほど時間を決めて食事に影響がない程度（食事の時間にお腹

が空く量）におやつを与えます。

材料

作り方

チーズに塩気があるので、調味料の醤油とコンソメは最初控えめに

入れて味見をしてから足しましょう！



1（月） 2（火） 3（水） 4（木） 5（金） 6（土）

リゾット 鶏雑炊 粥軟飯

スープ 清汁 清汁

人参の煮物 いちご 鶏団子の煮物

バナナ

粥軟飯 粥軟飯 粥軟飯

みそ汁 みそ汁 みそ汁

白身魚の煮物 カレイの煮物 白身魚の煮物

人参の煮物 いちご バナナ

8（月） 9（火） 10（水） 11（木） 12（金） 13（土）

粥軟飯 ツナリゾット 納豆粥軟飯 粥軟飯 納豆粥軟飯 粥軟飯

みそ汁 みそ汁 みそ汁 スープ スープ 清汁

カレイの煮物 バナナ 鶏団子の煮物 鶏団子の煮物 白身魚の煮物 カレイの煮物

じゃが芋の煮物 オレンジ 人参の煮物 ヨーグルト オレンジ

しらす雑炊 粥軟飯 粥軟飯 粥軟飯 粥軟飯 鶏雑炊

清汁 スープ 清汁 清汁 清汁 みそ汁

じゃが芋の煮物 鮭の煮物 白身魚の煮物 白身魚の煮物 鶏団子の煮物 オレンジ

バナナ オレンジ 人参の煮物 ヨーグルト

15（月） 16（火） 17（水） 18（木） 19（金） 20（土）

あんかけ丼 粥軟飯 粥軟飯 粥軟飯 鶏雑炊 粥軟飯

スープ みそ汁 スープ スープ 清汁 みそ汁

りんごの甘煮 豆腐の煮物 たらの煮物 豆腐の煮物 りんごの甘煮 鮭の煮物

バナナ ヨーグルト 人参の煮物 バナナ

粥軟飯 豚雑炊 にゅうめん 粥軟飯 粥軟飯 鶏雑炊

清汁 清汁 野菜の煮物 清汁 スープ 清汁

豚団子の煮物 バナナ ヨーグルト 白身魚の煮物 白身魚の煮物 バナナ

りんごの甘煮 人参の煮物 りんごの甘煮

22（月） 23（火） 24（水） 25（木） 26（金） 27（土）

しらす雑炊 粥軟飯 にゅうめん 粥軟飯 納豆粥軟飯 粥軟飯

みそ汁 みそ汁 野菜の煮物 スープ みそ汁 清汁

オレンジ 黒鯛の煮物 バナナ 豆腐の煮物 鶏団子の煮物 白身魚の煮物

りんごの甘煮 ヨーグルト バナナ オレンジ

粥軟飯 粥軟飯 粥軟飯 粥軟飯 粥軟飯 鶏雑炊

スープ 清汁 みそ汁 清汁 スープ みそ汁

豆腐の煮物 鶏団子の煮物 豚団子の煮物 白身魚の煮物 サバの煮物 オレンジ

オレンジ りんごの甘煮 バナナ ヨーグルト バナナ

29（月） 30（火） 31（水）

にゅうめん あんかけ丼 粥軟飯

野菜の煮物 みそ汁 みそ汁

バナナ ヨーグルト 白身魚の煮物

オレンジ

粥軟飯 粥軟飯 粥軟飯

みそ汁 清汁 スープ

白身魚の煮物 白身魚の煮物 豚団子の煮物

バナナ ヨーグルト オレンジ

＊都合により献立を変更することがあります。
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○○ 江東園つばき保育園　令和5年5月　離乳食献立表 ○○
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