
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 毎日、新鮮な野菜や果物などの食材を納品して下さ

っていた八百屋さん「山佐商店さん」がお店を閉める

ことになりました。ご年齢と相談されて、閉めること

を決断されたそうです。園の夏祭りでは、すいか割り

用スイカをご厚意でいつも用意して下さいました。こ

の場をお借りして改めて御礼申し上げます。 

 5 月から、お世話になる八百屋さんは材木座にある

「八百喜商店さん」です。 

 新しい年度がスタートしましたが、なかなかコロナウイルスの

影響は改善されず、厳しい状況が続いています。状況が良くなる

ために、今は踏ん張りどころです。 

我が家では、外出できないからこそできることを、日々楽しん

でいます。子どもたちは遊びの達人なので、想像力の豊かさに驚

かされます。 

たんぽぽ共同保育園給食室 2020 年 5月 

 

乳幼児期は食に関するさまざまな経験がとっても大事。 

「おいしいね」「どんな味がするかな」「どんな音がするかな」

などと会話をしながら食べる楽しさを引出し、食べたい意欲を

育みましょう。 

 さやえんどうのすじとりやトマトを洗うなど簡単な手伝いを

頼んだり、お鍋に材料を入れる、調味料を加える、味見をして

もらうなどできる範囲で大丈夫。お手伝いをしてもらったら、

「ありがとう」と気持ちを伝えることも大切です。 

一緒の食事やお手伝いを通して 

  食べる楽しさを伝えましょう！ 

たんぽぽレシピ 

『スパサラ』 

材料(1 人分)：スパゲティ 8ｇ 人参 12ｇ 

       コーン缶 4ｇ きゅうり 8ｇ 

      卵不使用マヨネーズ 2ｇ  塩 0.2ｇ 

      酢 1.3ｇ 砂糖 0.6ｇ 

作り方 

① 人参(茹でておく)・きゅうりは、千切り。コー

ン缶は水気を切っておく。 

② スパゲティは、食べやすい長さにして、茹でて

おく。 

③ ①・②に調味料を和えて出来上がり。 

 

☆スパサラは、子どもたちに大人気です♪ 



  ｴﾈﾙｷﾞｰ(Kcal)
蛋白質（ｇ）
脂質（ｇ）
塩分（ｇ）

(　 )は未満児

チーズ蒸しパン 177.9(177.9)

給食室工事後の掃除のため 牛乳 6.7(6.7)

　給食提供できません。 りんご 6.4(6.4)

0.5(0.5)

ごはん いももち 405.7(375.3)

高野豆腐の肉詰め すまし汁(大根・わかめ) 14.3(13.0)

大根人参磯和え 甘夏 6.2(5.6)

味噌汁(キャベツ・玉葱) 1.9(1.8)

ひじきごはん（豚ひき肉） チーズパン 537.7(503.6)

ツナ野菜炒め 牛乳 17.8(16.9)

青のりポテト 美生柑 12.1(11.7)

味噌汁(大根・麩) 1.8(1.7)

ごはん 肉うどん 501.4(464.9)

かじきのチーズ焼き りんご 22.2(20.4)

そら豆 スパサラ(卵なしマヨ) 9.9(9.1)

味噌汁(キャベツ・玉葱) 3.0(2.9)

ごはん のりおにぎり 513.2(476.2)

麻婆豆腐 味噌汁(大根・麩) 17.4(16.0)

春雨サラダ(錦糸卵なし・鶏ささみ入り) 美生柑 10.0(9.1)

ワンタンスープ 2.2(2.1)

カレーライス（じゃが芋） 野菜クラッカー 672.5(625.2)

大根サラダ 牛乳 19.1(17.8)

野菜スープ(レタス・えのき) メロン 18.9(17.8)

2.4(2.2)

ごはん 焼き芋 475.8(444.1)

鶏の照り焼き　人参甘煮 牛乳 20.9(19.2)

ひじきの煮物（芽ひじき） 美生柑 10.2(9.6)

味噌汁(キャベツ・豆腐) 1.4(1.3)

ごはん 和風スパゲティ 510.7(477.2)

かれいの野菜あんかけ 牛乳 23.8(22.1)

かぼちゃの含め煮 りんご 9.3(9.0)

味噌汁(高野豆腐・白菜) 1.7(1.5)

こぎつねごはん(土曜日用) 豆パン 543.3(507.5)

きゃべつもやししめじ炒め 牛乳 17.4(16.4)

さつま芋煮 甘夏 11.2(10.8)

味噌汁(大根・玉葱) 2.0(1.8)

ごはん 具だくさんうどん 487.5(450.8)

鰤の照り焼き　スナップえんどう 美生柑 21.9(20.2)

切り昆布と野菜の煮物 12.6(11.4)

味噌汁(キャベツ・豆腐) 3.1(2.9)

ごはん わらびもち 467.3(432.0)

肉じゃが 牛乳 17.0(15.7)

青菜えのきツナの和えもの メロン 11.5(10.8)

味噌汁(大根・長葱) 1.4(1.3)

ごはん おかかチーズおにぎり 505.5(469.4)

ごぼうハンバーグ すまし汁(万能ねぎ・わかめ) 19.6(18.0)

ネバネバ和え(ほうれん草・人参) りんご 10.9(10.0)

味噌汁(キャベツ・えのき) 2.0(1.9)

♪♪お誕生会♪♪ ヨーグルトパン（りんごジャム添え） 590.9(555.0)

コーンごはん　チキンナゲット 牛乳 17.3(16.3)

さつま芋煮　人参サラダ みかん寒天 15.5(14.6)

味噌汁(大根・玉葱) 1.9(1.8)

21 木

牛乳、鶏ひき肉、木
綿豆腐、ヨーグルト
(無糖)、ツナ水煮

缶、米みそ（淡色辛
みそ）

七分つき米、強力
粉、さつまいも、砂

糖、油、三温糖、片栗
粉、マーガリン

みかん天然果汁、たまねぎ、緑
豆もやし、にんじん、こまつな、
だいこん、コーン缶、りんご、か
んてん（粉）、にんにく、しょうが

☆市場の都合により、献立を変更することがあります。ご了承ください。

☆給食の事で、ご質問などありましたら、お気軽に給食室までどうぞ♪

☆お米は、産地直送の庄内米を使用しています。(七分つき米を使用)

19 火

牛乳、豚肉(ロー
ス)、ツナ水煮缶、
米みそ（淡色辛み

そ）、きな粉

七分つき米、じゃがい
も、しらたき、片栗粉、

三温糖、ごま、油

メロン、ほうれんそう、たま
ねぎ、えのきたけ、だいこ

ん、にんじん、ねぎ、いんげ
ん、しょうが

20 水

豚ひき肉、挽きわり
納豆、米みそ（淡色
辛みそ）、ピザ用
チーズ、しらす干

し、かつお節

七分つき米、パン粉、
三温糖、片栗粉

りんご、ほうれんそう、たま
ねぎ、キャベツ、にんじん、
ごぼう、えのきたけ、万能
ねぎ、生わかめ、焼きのり

16 土

牛乳、ツナ水煮缶、
鶏ひき肉、米みそ
（淡色辛みそ）、油
揚げ、ひよこまめ

（ゆで）

七分つき米、ロール
パン、さつまいも、

油、三温糖

なつみかん、キャベツ、緑
豆もやし、だいこん、たまね
ぎ、しめじ、にんじん、コー

ン缶

18 月
ぶり、木綿豆腐、鶏
もも肉、米みそ（淡
色辛みそ）、油揚げ

七分つき米、干しうど
ん、油、三温糖

グレープフルーツ、にんじ
ん、キャベツ、だいこん、ス
ナップえんどう、たまねぎ、
しめじ、ごぼう、刻みこんぶ

14 木

牛乳、鶏もも肉、木
綿豆腐、だいず水
煮缶詰、米みそ（淡
色辛みそ）、油揚げ

さつまいも、七分つき
米、しらたき、ごま、三

温糖、ごま油

グレープフルーツ、にんじ
ん、キャベツ、ごぼう、しい

たけ、ひじき

15 金

牛乳、かれい、鶏
ひき肉、米みそ（淡
色辛みそ）、凍り豆

腐、バター

七分つき米、スパゲ
ティ、小麦粉、三温

糖、片栗粉、ごま油、
油

かぼちゃ、りんご、緑豆もやし、
はくさい、にんじん、キャベツ、エ

リンギ、いんげん、焼きのり

12 火
木綿豆腐、豚ひき
肉、鶏ささ身、米み
そ（淡色辛みそ）

七分つき米、はるさ
め、焼ふ、ワンタンの
皮、ごま油、三温糖、
片栗粉、ごま、黒ごま

グレープフルーツ、たまね
ぎ、にんじん、きゅうり、キャ
ベツ、だいこん、しいたけ、
ねぎ、コーン缶、にら、焼き

のり、にんにく

13 水
牛乳、豚ひき肉、ツ

ナ水煮缶

七分つき米、じゃがい
も、小麦粉、マーガリ

ン、三温糖、油

だいこん、たまねぎ、メロ
ン、にんじん、ブロッコ

リー、レタス、えのきたけ、
生わかめ、あおのり

09 土

牛乳、ツナ水煮缶、
豚ひき肉、チーズ、
米みそ（淡色辛み

そ）

七分つき米、ロール
パン、じゃがいも、焼

ふ、油、ごま

グレープフルーツ、チンゲ
ンサイ、たまねぎ、キャベ

ツ、だいこん、にんじん、ひ
じき、あおのり

11 月
かじき、豚ひき肉、
ピザ用チーズ、米
みそ（淡色辛みそ）

七分つき米、干しうど
ん、スパゲティ、マヨ

ネーズ、パン粉、三温
糖

りんご、たまねぎ、にんじ
ん、キャベツ、だいこん、そ
らまめ、きゅうり、コーン缶、

あおのり

たんぽぽ共同保育園　予定献立表2020年05月

日
曜
日

昼　　食 おやつ 血や肉をつくるもの 熱や力となるもの 体の調子を整えるもの

献　立 材　料　名

07 木
牛乳、ピザ用チー

ズ
ホットケーキ粉 りんご

08 金
鶏ひき肉、凍り豆

腐、米みそ（淡色辛
みそ）、きな粉

七分つき米、さつまい
も、パン粉、三温糖

だいこん、なつみかん、に
んじん、たまねぎ、キャベ

ツ、しいたけ、生わかめ、焼
きのり、しょうが



  ｴﾈﾙｷﾞｰ(Kcal)
蛋白質（ｇ）
脂質（ｇ）
塩分（ｇ）

(　 )は未満児

日
曜
日

昼　　食 おやつ 血や肉をつくるもの 熱や力となるもの 体の調子を整えるもの

献　立 材　料　名

ごはん マカロニきな粉和え 490.1(456.1)

鯖の味噌煮　人参甘煮 牛乳 20.0(18.6)

キャベツ胡瓜の甘酢和え 甘夏 12.7(11.9)

味噌汁(白菜・なめこ) 1.7(1.6)

刻み昆布の混ぜご飯 レーズンパン 555.8(520.6)

しらす入り野菜炒め 牛乳 16.6(15.7)

ごまポテト 美生柑 11.9(11.4)

味噌汁(大根・玉葱) 2.2(2.0)

ごはん 大学芋 468.9(439.1)

かれいの煮魚　そら豆 牛乳 20.8(19.2)

切り干し大根煮 メロン 9.3(9.0)

味噌汁(キャベツ・玉葱) 1.5(1.3)

そぼろ丼(とりそぼろ) ポテト餅 527.1(490.2)

きゅうりわかめしらすの酢の物 牛乳 20.0(18.6)

味噌汁(大根・玉葱) りんご 11.4(10.8)

2.3(2.1)

ごはん 黒米おにぎり 456.1(423.9)

ポークビーンズ すまし汁(大根・麩) 15.6(14.3)

ブロッコリーと人参のごまサラダ 甘夏 7.4(6.7)

味噌汁(キャベツ・長葱) 2.0(1.9)

ごはん きつねうどん 453.8(420.0)

タンドリーチキン 美生柑 20.5(18.8)

さつま芋煮　五目豆 6.7(6.1)

味噌汁(豆腐・白菜) 3.1(3.0)

ごはん もちもちパン 579.9(543.7)

かじきフライ　スナップえんどう 牛乳 23.4(22.0)

青菜人参こんにゃく白和え りんご 17.3(16.4)

味噌汁(大根・玉葱) 1.9(1.8)

炊き込みごはん チーズパン 558.7(521.2)

ツナ野菜炒め ヨーグルト 20.0(18.8)

さつま芋煮 甘夏 9.5(9.0)

味噌汁(大根・わかめ) 2.3(2.1)

[ ３～５歳児 ] エネルギー510Kcal 蛋白質 20.8g 脂質 12.5g カルシウム 206mg 鉄分 2mg

[ １～２歳児 ] エネルギー 471Kcal 蛋白質 19.2g 脂質 11.6g カルシウム 194mg 鉄分 2mg

30 土

ヨーグルト(加糖)、
鶏ひき肉、ツナ水

煮缶、とろけるチー
ズ、米みそ（淡色辛

みそ）

七分つき米、ロール
パン、さつまいも、油

なつみかん、にんじん、チ
ンゲンサイ、たまねぎ、キャ
ベツ、だいこん、しめじ、生

わかめ

28 木

鶏もも肉、木綿豆
腐、だいず水煮缶
詰、ヨーグルト(無
糖)、米みそ（淡色
辛みそ）、油揚げ

七分つき米、干しうど
ん、さつまいも、板こ
んにゃく、三温糖、油

グレープフルーツ、にんじ
ん、はくさい、たまねぎ、ご
ぼう、しいたけ、にんにく

29 金
牛乳、かじき、木綿
豆腐、粉チーズ、米
みそ（淡色辛みそ）

七分つき米、白玉
粉、ホットケーキ粉、
しらたき、小麦粉、パ
ン粉、油、すりごま、

三温糖、片栗粉

りんご、ほうれんそう、にん
じん、だいこん、たまねぎ、

スナップえんどう

26 火

牛乳、鶏ひき肉、ピ
ザ用チーズ、しらす
干し、米みそ（淡色

辛みそ）

七分つき米、じゃがい
も、片栗粉、三温糖、

ごま

きゅうり、りんご、ほうれん
そう、だいこん、たまねぎ、
しいたけ、にんじん、生わ
かめ、焼きのり、しょうが

27 水
だいず水煮缶詰、
豚肉(ロース)、米み
そ（淡色辛みそ）

七分つき米、焼ふ、
玄米、三温糖、すりご

ま、油

ブロッコリー、なつみかん、
ホールトマト缶詰、たまね
ぎ、にんじん、キャベツ、だ
いこん、まいたけ、ピーマ

ン、ねぎ、コーン缶

23 土
牛乳、豚ひき肉、米

みそ（淡色辛み
そ）、しらす干し

七分つき米、ロール
パン、じゃがいも、

油、すりごま

グレープフルーツ、キャベ
ツ、たまねぎ、だいこん、に
んじん、干しぶどう、いんげ

ん、刻みこんぶ

25 月
牛乳、かれい、米
みそ（淡色辛み

そ）、油揚げ

七分つき米、さつまい
も、三温糖、油、ごま

油、黒ごま

メロン、キャベツ、たまね
ぎ、そらまめ、にんじん、切
り干しだいこん、しいたけ、

しょうが

22 金
牛乳、さば、米みそ
（淡色辛みそ）、き

な粉

七分つき米、マカロ
ニ、三温糖

なつみかん、キャベツ、に
んじん、はくさい、きゅうり、
なめこ、コーン缶、しょうが

　　【献立の平均栄養価】
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