
       
育みの家 カンガルー 

日 曜 献 立 名 おやつ 主な材料名 栄養成分 

１ 月 
ご飯、味噌汁、豚肉の味噌焼き、

スパゲッティソテ野菜、おかか和

え 

焼きそば 

お茶 

たまねぎ、かつおだし汁、米味噌、豚肉、菜種油、米味噌、砂糖、本みりん、酒、スパゲッティ、人参、たまねぎ、ピーマン、菜種油、食塩、ケチャップ、

キャベツ、きゅうり、鰹節、しょうゆ、焼きそば、にんじん、たまねぎ、豚肉 

エネルギー：５８１ 

たんぱく質：１９．８ 

脂質：：２８３ 

2 火 
ご飯、味噌汁、魚のから揚げ、胡

麻和え、粉ふき芋 

おかかチーズ

おにぎり 

お茶 

たまねぎ、かつおだし汁、米味噌、アジ、しょうゆ、しょうが、酒、片栗粉、油、にんじん、キャベツ、砂糖、しょうゆ、ご

ま、じゃがいも、食塩、あおのり、ご飯、チーズ、鰹節、しょうゆ 

エネルギー：５３５ 

たんぱく質：２０．１ 

脂質：１７．７ 

6 土 
ご飯、味噌汁、野菜炒め、焼き肉、

桃缶 

お菓子 

牛乳 

キャベツ、かつおだし汁、米味噌、豚肉、油、米味噌、砂糖、みりん、キャベツ、にんじん、たまねぎ、ピーマン、油、食

塩、酒、鶏ガラだし、桃缶 

エネルギー：４６２ 

たんぱく質：１８．４ 

脂質：１５．６ 

8 月 
食パン、ホワイトシチュー、混ぜ

混ぜサラダ、みかん缶 

一口カステラ 

牛乳 

食パン、鶏もも肉、にんじん、たまねぎ，じゃがいも、油、食塩、バター、小麦粉、牛乳、グリンピース、鶏ガラだし、キャ

ベツ、きゅうり、かつお味付きフレーク缶、マヨネーズ、みかん缶 

エネルギー：５１７ 

たんぱく質：２０．６ 

脂質：１９．６ 

 9 火 
ご飯、味噌汁、魚のケチャップか

らめ、粉ふき芋、おかか和え 

マカロニ安倍川 

牛乳 

たまねぎ、かつおだし汁、米味噌、かじき、酒、しょうゆ、片栗粉、油、ケチャップ、中濃ソース、砂糖、じゃがいも、食塩、

もやし、きゅうり、しょうゆ、マカロニ、黄粉、砂糖、食塩 

エネルギー：４８８ 

たんぱく質：２１．６ 

脂質：１２．６ 

10 水 
ご飯、すき焼き風煮、スナップエン

ドウマヨネーズかけ、味噌汁 

一口オムライス 

牛乳 

豚肉、たまねぎ、しらたき、にんじん、ねぎ、油、砂糖、しょうゆ、みりん、水、スナップエンドウ、食塩、キャベツ、しめじ、

かつおだし汁、米味噌、ご飯、ケチャップ、たまねぎ、卵 

エネルギー：４１５ 

たんぱく質：１６．４ 

脂質：１２．４ 

11 木 
ご飯、味噌汁、生姜焼き、スパゲッ

ティソテー、梅和え 

バナナケーキ 

牛乳 

たまねぎ、かつおだし汁、米味噌、豚肉、しょうが、しょうゆ、酒、油、スパゲッティ、にんじん、たまねぎ、菜種油、食塩、

ケチャップ、きゅうり、梅干し、鰹節、しょうゆ、ホットケーキミックス、牛乳、卵、バナナ 

エネルギー：５１３ 

たんぱく質：２０．７ 

脂質：１８．９ 

12 金 お誕生会メニュー  

 

エネルギー： 

たんぱく質： 

脂質： 

１3 土 
ご飯、味噌汁、照り焼きチキン、含

め煮、ブロッコリー塩茹で 

お菓子 

牛乳 

生わかめ、焼ふ、かつおだし汁、米味噌、鶏もも肉、酒、しょうが、しょうゆ、本みりん、油、じゃがいも、にんじん、ベー

コン、かつおだし汁、砂糖、しょうゆ、本みりん、ブロッコリー、食塩、マヨネーズ 

エネルギー：４８７ 

たんぱく質：１９．８ 

脂質：１６．８ 

１5 月 
ご飯、味噌汁、鶏肉と野菜の炒め

煮、ポテトフライ、おかか和え 

ジャムパン 

牛乳 

生わかめ、焼ふ、かつおだし汁、米味噌、鶏もも肉、にんじん、たまねぎ、菜種油、かつおだし汁、砂糖、しょうゆ、本み

りん、さやえんどう、じゃがいも、油、食塩、キャベツ、にんじん、鰹節、しょうゆ 

エネルギー：５０９ 

たんぱく質：１９．５ 

脂質：１７．２ 

１6 火 
ご飯、味噌汁、魚の西京焼き、含

め煮、スティックきゅうり 

ボンボンドーナ

ツ 

牛乳 

キャベツ、かつおだし汁、米味噌、さわら、米味噌、砂糖、本みりん、菜種油、ジャガイモ、にんじん、かつおだし汁、砂

糖、食塩、きゅうり、マヨネーズ、ホットケーキミックス、牛乳、油、砂糖、黄粉 

エネルギー：５２５ 

たんぱく質：２１．５ 

脂質：１７ 

１7 水 
ご飯、カレーシチュー、ミモザサラ

ダ 

しらすチーズお

にぎり 

お茶 

豚肉、にんじん、たまねぎ、じゃがいも、菜種油、カレールウ、ケチャップ、中濃ソース、グリンピース、キャベツ、きゅう

り、にんじん、ハム、マヨネーズ、食塩、卵、ご飯、しらす、チーズ 

エネルギー：５７６ 

たんぱく質：２１．６ 

脂質：１９．６ 

１8 木 
ご飯、味噌汁、魚のフライ、ひじき

の炒り煮、アスパラマヨネーズか

け 

ツナマヨホット

サンド 

牛乳 

絹ごし豆腐、生わかめ、かじき、食塩、酒、小麦粉、水、パン粉、油、中濃ソース、ひじき、にんじん、油、かつおだし汁、

生揚げ、砂糖、しょうゆ、本みりん、グリーンアスパラ、マヨネーズ、パン、ツナ、マヨネーズ 

エネルギー：５０５ 

たんぱく質：２１．６ 

脂質：１８．９ 

１9 金 
ご飯、味噌汁、炒り豆腐風、カボチ

ャの素揚げ、いんげんのおかか

和え 

カステラ 

牛乳 

たまねぎ、かつおだし汁、米味噌、鶏ひき肉、にんじｎ、たまねぎ、菜種油、砂糖、しょうゆ、木綿豆腐、グリンピース、片

栗粉、カボチャ、油、食塩、いんげん、鰹節、しょうゆ 

エネルギー：５０５ 

たんぱく質：１８．３ 

脂質：１６．８ 

20 土 
ご飯、味噌汁、生姜焼き、スパゲッ

ティソテー、みかん缶 

牛乳 

お菓子 
たまねぎ、かつおだし汁、米味噌、スパゲッティ、にんじん、たまねぎ、ピーマン、菜種油、食塩、ケチャップ、みかん缶 

エネルギー：５０５ 

たんぱく質：１７．１ 

脂質：１７．１ 

22 月 
ご飯、味噌汁、鶏肉のマーマレー

ド焼き、スパゲッティサラダ 

バナナケーキ 

牛乳 

鶏もも肉、しょうゆ、酒、マーマレード、油、スパゲッティ、にんじん、きゅうり、ツナ缶、マヨネーズ、かぶ、あぶらあげ、

カットわかめ、鰹だし汁、米味噌、バナナ、ホットケーキミックス、卵、牛乳 

エネルギー：４９０ 

たんぱく質：２１．７ 

脂質：１６．３ 

23 火 
ご飯、味噌汁、魚のから揚げ、ひ

じきの炒り煮、スティックきゅうり 

ホットケーキ 

牛乳 

たまねぎ、生わかめ、鰹だし汁、米味噌、あじ、しょうゆ、しょうが、酒、小麦粉、片栗粉、油、ひじき、にんじん、油揚げ、

大豆水煮缶、油、鰹節、砂糖、しょうゆ、本みりん、きゅうり、米味噌、砂糖、ホットケーキミックス、バター、メープルシロ

ップ 

エネルギー：４９７ 

たんぱく質：２０．１ 

脂質：１６．２ 

24 水 
ご飯、ハヤシ風シチュー、いんげ

んのサラダ、チーズ 

焼きうどん 

お茶 

豚肉、にんじん、たまねぎ、じゃがいも、油、ハヤシルウ、中濃ソース、ケチャップ、砂糖、いんげん、にんじん、コーン

缶、酢、油、食塩、砂糖、チーズ、焼きうどん、たまねぎ、キャベツ 

エネルギー：４８９ 

たんぱく質：１８．８ 

脂質：１４．６ 

２5 木 
ご飯、味噌汁、麻婆豆腐、粉ふき

芋、アスパラの和え物 

じゃこトースト 

牛乳 

キャベツ、かつおだし汁、米味噌、豚挽き肉、しょうが、にんにく、ねぎ、にんじん、たまねぎ、油、米味噌、しょうゆ、絹

ごし豆腐、片栗粉、ごま油、食パン、バター、しょうゆ、マヨネーズ、しらす 

エネルギー：５３０ 

たんぱく質：２０２ 

脂質：２０ 

２6 金 
ご飯、味噌汁、鮭の変わり西京焼

き、炒めビーフン、おかか和え 

お豆腐ドーナツ 

牛乳 

たまねぎ、生わかめ、鰹だし汁、米味噌、さけ、酒、食塩、油、マヨネーズ、米味噌、砂糖、みりん、にんじん、たまねぎ、

ピーマン、食塩、鶏ガラだし、ブロッコリー、鰹節、しょうゆ、豆腐、米粉、砂糖、牛乳 

エネルギー：４４７ 

たんぱく質：２０．５ 

脂質：１０．９ 

２7 土 
ご飯、味噌汁、豚肉の味噌焼き、

八宝菜風、みかん缶 

お菓子 

牛乳 

たまねぎ、かつおだし汁、米味噌、豚肉、菜種油、米味噌、砂糖、本みりん、酒、にんじん、たまねぎ、キャベツ、油、鶏

ガラだし、片栗粉、いんげん、みかん缶 

エネルギー：４９９ 

たんぱく質：１９．２ 

脂質：１７．１ 

２9 月 
ご飯、味噌汁、タンドリーチキン、

切り干し大根の煮物、粉ふき芋 

たこ焼き 

牛乳 

キャベツ、かつおだし汁、米味噌、鶏もも肉、たまねぎ、にんにく、食塩、しょうゆ、カレー粉、ヨーグルト、油、切り干し大

根、にんじん、こまつな、油揚げ、菜種油、砂糖、しょうゆ、本みりん、じゃがいも、食塩、たこ焼粉、ベジタブルミックス 

エネルギー：５２１ 

たんぱく質：２１．１ 

脂質：１７．７ 

30 火 
ご飯、味噌汁、魚のフライ、含め

煮、きゅうりのおかか和え 

チーズサンド 

牛乳 

生わかめ、焼ふぃ、かつおだし汁、米味噌、かじき、食塩、酒、小麦粉、水、パン粉、油、中濃ソース、じゃがいも、にんじ

ん、たまねぎ、いんげん、かつおだし汁、砂糖、しょうゆ、しょうゆ、本みりん、きゅうり、しそふりかけ、食パン、スライス

チーズ 

エネルギー：５８７ 

たんぱく質：２２．６ 

脂質：１７．７ 

31 水 
ご飯、カレーシチュー、キャベツ

の味噌ドレッシングサラダ、チー

ズ 

ロッククッキー 

牛乳 

豚肉、にんじん、たまねぎ、じゃがいも、菜種油、カレールウ、ケチャップ、中濃ソース、グリンピース、キャベツ、にんじ

ん、きゅうり、コーン缶、油、米味噌、酢、砂糖、ホットケーキミックス、シリアル、牛乳 

エネルギー：５２９ 

たんぱく質：２０．３ 

脂質：１６．４ 

      
 

午前中のおやつ・・・・土曜日は基本軽いお菓子と牛乳が中心になります。 
日 曜  日 曜  日 曜  
１ 月 おせんべいと牛乳 １５ 月 おせんべいと牛乳 ２４ 水 プリンとクラッカー 

２ 火 ヨーグルトとせんべい １６ 火 ヨーグルトとせんべい ２５ 木 クッキーと牛乳 

８ 月 おせんべいと牛乳 １７ 水 プリンとクラッカー ２６ 金 ゼリーとウエハース 

９ 火 ヨーグルトとせんべい １８ 木 クッキーと牛乳 ２９ 月 おせんべいと牛乳 

１０ 水 プリンとクラッカー １９ 金 ゼリーとウエハース ３０ 火 ヨーグルトとせんべい 

１１ 木 クッキーと牛乳 ２２ 月 おせんべいと牛乳 ３１ 水 プリンとクラッカー 

１２ 金 ゼリーとウエハース ２３ 火 ヨーグルトとせんべい    

 

5月の献立表 
  

 

土曜日以外の 

午後のおやつは 

軽食になります。 


