
 

食育だより 5月号  

  

 

  

 

今月もたくさんの春野菜が登場しています♪ 

子供達にはエンドウ豆の鞘剥きなどをお願いして 

食材に触れる体験をしてもらいます！！ 

今が旬の春野菜を楽しみながら給食の時間を過ごします。 

おやつの役割について 

① 心の栄養 

子供たちにとっておやつは「楽しみ」要素が

強いため‘心の栄養‘となります。 

 

② 栄養を補う捕食 

小さな身体に対してたくさんのエネルギー

が必要な子供たち。胃の容量が小さく一度

に食べられる量が限られているため、朝昼

夜の食事だけでは栄養が十分に摂れませ

ん。不足しがちな栄養素を補う食事として

おやつが必要になります。 

 

エンドウ豆の種類 

エンドウ豆ができる前の葉と茎部分は？ 

→豆苗 

鞘ごと食べるのは？ 

→きぬさや 

成熟した身を食べるのは？ 

→グリンピース 

★スナップエンドウは実が大きくなって

も鞘が硬くならないようグリンピースを 

品種改良して誕生しました。 

 

5月の旬の食材 

春キャベツ 新じゃが 苺 

アスパラガス グリンピース たけのこ 

エンドウ豆 にら わかめ 
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メディッシュフードサービス
管理栄養士　作成



社会福祉法人　大阪婦人ホーム　
十三保育園
（　初期食　5～6か月頃　）

メディッシュフードサービス　作成

黄　　　色 赤　　　色 緑　　　　　色

日 熱や力になる 血や肉になる 体の調子をよくする

曜日 エネルギー源 たんぱく質源 ビタミン・ミネラル源

1 おかゆ　スープ 米 玉ねぎ　チンゲン菜 昆布だし

豆腐のとろみ煮 豆腐　 昆布だし　片栗粉

蒸し野菜 きゅうり　人参

2 おかゆ　すまし汁 米 小松菜 昆布だし

カレイの野菜あん カレイ 人参　玉ねぎ 昆布だし　片栗粉

ふかし芋 じゃがいも

3

4

5

6 カレイとおかかのおじや 米 カレイ　かつお節 玉ねぎ 昆布だし　片栗粉

すまし汁 大根　人参 昆布だし

8 おかゆ　すまし汁 米 玉ねぎ　キャベツ 昆布だし

豆腐の人参おろしかけ 豆腐 人参　 昆布だし　片栗粉

ふかし芋 じゃがいも

9 おかゆ　すまし汁 米 玉ねぎ 昆布だし

カレイの炒り煮 カレイ キャベツ 昆布だし　片栗粉

人参甘煮 人参

10 おかゆ　スープ 米 白菜 昆布だし

豆腐の野菜あん 豆腐 玉ねぎ　チンゲン菜 昆布だし　片栗粉

コロコロきゅうり きゅうり　

11 おかゆ　すまし汁 米 大根 昆布だし

カレイの青のり煮 カレイ　青のり 昆布だし　片栗粉

スティック野菜 きゅうり　人参

12 おかゆ　すまし汁 米　じゃがいも 昆布だし

豆腐のあんかけ 豆腐 昆布だし　片栗粉

蒸し野菜 人参　玉ねぎ

13 豆腐のおじや 米 豆腐　 玉ねぎ　白菜 昆布だし　片栗粉

すまし汁 かぼちゃ　人参 昆布だし

15 おかゆ　スープ 米 玉ねぎ　チンゲン菜 昆布だし

豆腐のとろみ煮 豆腐　 昆布だし　片栗粉

蒸し野菜 きゅうり　人参

16 おかゆ　すまし汁 米 小松菜 昆布だし

カレイの野菜あん カレイ 人参　玉ねぎ 昆布だし　片栗粉

ふかし芋 じゃがいも

17 おかゆ　すまし汁 米 玉ねぎ　人参 昆布だし

豆腐のあんかけ 豆腐 昆布だし　片栗粉

スティックきゅうり きゅうり

18 おかゆ　すまし汁 米 小松菜 昆布だし

大豆のおかか煮 大豆　かつお節 昆布だし　片栗粉

蒸し野菜 人参　大根

19 おかゆ　スープ 米 レタス　玉ねぎ 昆布だし

カレイのおろし煮 カレイ 大根　 昆布だし　片栗粉

コロコロ野菜 人参　きゅうり

20 カレイとおかかのおじや 米 カレイ　かつお節 玉ねぎ 昆布だし　片栗粉

スープ 人参　キャベツ 昆布だし

22 おかゆ　すまし汁 米 玉ねぎ　キャベツ 昆布だし

豆腐の人参おろしかけ 豆腐 人参　 昆布だし　片栗粉

ふかし芋 じゃがいも

23 おかゆ　すまし汁 米 玉ねぎ 昆布だし

カレイの炒り煮 カレイ　 キャベツ 昆布だし　片栗粉

人参甘煮 人参

24 おかゆ　スープ 米 白菜 昆布だし

豆腐の野菜あん 豆腐 玉ねぎ　チンゲン菜　 昆布だし　片栗粉

コロコロきゅうり きゅうり　

25 おかゆ　すまし汁 米 大根 昆布だし

カレイの青のり煮 カレイ　青のり 昆布だし　片栗粉

スティック野菜 きゅうり　人参

26 おかゆ　すまし汁 米　じゃがいも 昆布だし

豆腐のあんかけ 豆腐 昆布だし　片栗粉

蒸し野菜 人参　玉ねぎ

27 豆腐のおじや 米 豆腐 人参　白菜 昆布だし　片栗粉

すまし汁 さつまいも 玉ねぎ 昆布だし

29 おかゆ　すまし汁 米 玉ねぎ　キャベツ 昆布だし

豆腐のあんかけ 豆腐 昆布だし　片栗粉

人参甘煮 人参

30 おかゆ　すまし汁 米 大根　人参 昆布だし

カレイの野菜あんかけ カレイ 玉ねぎ　キャベツ 昆布だし　片栗粉

コロコロきゅうり きゅうり

31 おかゆ　スープ 米 ほうれん草 昆布だし

大豆のトマト煮 大豆 玉ねぎ　トマト 昆布jだし　片栗粉

スティック野菜 きゅうり　人参

メディッシュフードサービス

管理栄養士　作成
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2023年　献立表

献立名　(昼食） 調味料
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社会福祉法人　大阪婦人ホーム　
十三保育園
（　中期食　7～8か月頃　）

メディッシュフードサービス　作成

黄　　　色 赤　　　色 緑　　　　　色

日 熱や力になる 血や肉になる 体の調子をよくする

曜日 エネルギー源 たんぱく質源 ビタミン・ミネラル源

1 おかゆ　スープ 米 玉ねぎ　チンゲン菜 昆布だし

豆腐のとろみ煮 　／じゃがいも 豆腐　／大豆 昆布だし　片栗粉

蒸し野菜 きゅうり　人参

2 おかゆ　すまし汁 米 小松菜 昆布だし

カレイの野菜あん カレイ
人参　玉ねぎ　／リンゴ　イチ
ゴ

昆布だし　片栗粉

ふかし芋 じゃがいも

3

4

5

6 カレイとおかかのおじや 米 カレイ　かつお節 玉ねぎ 昆布だし　片栗粉

すまし汁 大根　人参 昆布だし

8 おかゆ　すまし汁 米 玉ねぎ　キャベツ 昆布だし

豆腐の人参おろしかけ 豆腐 人参　／バナナ 昆布だし　片栗粉

ふかし芋 じゃがいも

9 おかゆ　すまし汁 米 玉ねぎ 昆布だし

カレイの炒り煮 　／じゃがいも カレイ　／かつお節 キャベツ 昆布だし　片栗粉

人参甘煮 人参

10 おかゆ　スープ 米 白菜 昆布だし

豆腐の野菜あん 豆腐 玉ねぎ　チンゲン菜　／かぼちゃ昆布だし　片栗粉

コロコロきゅうり きゅうり　

11 おかゆ　すまし汁 米 大根 昆布だし

カレイの青のり煮 　／米 カレイ　青のり 　／ほうれん草 昆布だし　片栗粉

スティック野菜 きゅうり　人参

12 おかゆ　すまし汁 米　じゃがいも 昆布だし

豆腐のあんかけ 豆腐　／きな粉 　／バナナ 昆布だし　片栗粉

蒸し野菜 人参　玉ねぎ

13 豆腐のおじや 米 豆腐　 玉ねぎ　白菜 昆布だし　片栗粉

すまし汁 かぼちゃ　人参 昆布だし

15 おかゆ　スープ 米 玉ねぎ　チンゲン菜 昆布だし

豆腐のとろみ煮 　／じゃがいも 豆腐　／大豆 昆布だし　片栗粉

蒸し野菜 きゅうり　人参

16 おかゆ　すまし汁 米 小松菜 昆布だし

カレイの野菜あん カレイ
人参　玉ねぎ　／リンゴ　イチ
ゴ

昆布だし　片栗粉

ふかし芋 じゃがいも

17 おかゆ　すまし汁 米 玉ねぎ　人参 昆布だし

豆腐のあんかけ 　／米 豆腐 　／大根 昆布だし　片栗粉

スティックきゅうり きゅうり

18 おかゆ　すまし汁 米 小松菜 昆布だし

大豆のおかか煮 　／さつまいも 大豆　かつお節 　／リンゴ 昆布だし　片栗粉

蒸し野菜 人参　大根

19 おかゆ　スープ 米 レタス　玉ねぎ 昆布だし

カレイのおろし煮 カレイ 大根　／バナナ 昆布だし　片栗粉

コロコロ野菜 人参　きゅうり

20 カレイとおかかのおじや 米 カレイ　かつお節 玉ねぎ 昆布だし　片栗粉

スープ 人参　キャベツ 昆布だし

22 おかゆ　すまし汁 米 玉ねぎ　キャベツ 昆布だし

豆腐の人参おろしかけ 豆腐 人参　／バナナ 昆布だし　片栗粉

ふかし芋 じゃがいも

23 おかゆ　すまし汁 米 玉ねぎ 昆布だし

カレイの炒り煮 　／じゃがいも カレイ　／かつお節 キャベツ 昆布だし　片栗粉

人参甘煮 人参

24 おかゆ　スープ 米 白菜 昆布だし

豆腐の野菜あん 豆腐 玉ねぎ　チンゲン菜　／かぼちゃ昆布だし　片栗粉

コロコロきゅうり きゅうり　

25 おかゆ　すまし汁 米 大根 昆布だし

カレイの青のり煮 　／米 カレイ　青のり 　／ほうれん草 昆布だし　片栗粉

スティック野菜 きゅうり　人参

26 おかゆ　すまし汁 米　じゃがいも 昆布だし

豆腐のあんかけ 豆腐　／きな粉 　／バナナ 昆布だし　片栗粉

蒸し野菜 人参　玉ねぎ

27 豆腐のおじや 米 豆腐 人参　白菜 昆布だし　片栗粉

すまし汁 さつまいも 玉ねぎ 昆布だし

29 おかゆ　すまし汁 米 玉ねぎ　キャベツ 昆布だし

豆腐のあんかけ 豆腐 　／かぼちゃ 昆布だし　片栗粉

人参甘煮 人参

30 おかゆ　すまし汁 米 大根　人参 昆布だし

カレイの野菜あんかけ 　／さつまいも カレイ 玉ねぎ　キャベツ 昆布だし　片栗粉

コロコロきゅうり きゅうり

31 おかゆ　スープ 米 ほうれん草 昆布だし

大豆のトマト煮 大豆 玉ねぎ　トマト　／バナナ 昆布jだし　片栗粉

スティック野菜 きゅうり　人参

メディッシュフードサービス

管理栄養士　作成
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火

憲法記念日
水

2023年　献立表

献立名　(昼食） おやつ（3時） 調味料

大豆入りマッシュポテト
月



社会福祉法人　大阪婦人ホーム　
十三保育園
（　後期食　９～11か月頃　）

メディッシュフードサービス　作成

黄　　　色 赤　　　色 緑　　　　　色

日 熱や力になる 血や肉になる 体の調子をよくする

曜日 エネルギー源 たんぱく質源 ビタミン・ミネラル源

1 軟飯　スープ 米 玉ねぎ　チンゲン菜 塩　醤油　昆布だし

春雨のそぼろ煮 春雨　／じゃがいも 豚肉　／大豆 もやし　コーン 砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉　／昆布だし

蒸し野菜 きゅうり　人参

2 軟飯　みそ汁 米 小松菜 味噌　昆布だし

カレイの野菜あん カレイ
人参　玉ねぎ　／リンゴ　イチ
ゴ

砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉

ふかし芋 じゃがいも

3

4

5

6 カレイと野菜のあんかけ丼（軟飯） 米 カレイ 玉ねぎ　コーン　もやし 砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉

すまし汁 大根　人参 塩　醤油　昆布だし

8 軟飯　みそ汁 米 玉ねぎ　キャベツ 味噌　昆布だし

豆腐の人参おろしかけ 豆腐 人参　／バナナ 砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉

ふかし芋 じゃがいも

9 軟飯　みそ汁 米 玉ねぎ 味噌　昆布だし

カレイの炒り煮 　／じゃがいも カレイ　／かつお節 キャベツ 砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉

人参甘煮 人参

10 軟飯　スープ 米 白菜 塩　醤油　昆布だし

春雨のそぼろ煮 春雨 豚肉　 玉ねぎ　チンゲン菜　／かぼちゃ砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉　

コロコロきゅうり きゅうり　

11 軟飯　すまし汁 米 大根 塩　醤油　昆布だし

鶏肉の味噌煮 　／米 鶏肉 　／ほうれん草 味噌　昆布だし

スティック野菜 きゅうり　人参

12 軟飯　みそ汁 米　じゃがいも 味噌　昆布だし

牛肉とひじきの煮物 牛肉　ひじき　／きな粉 　／バナナ 砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉

蒸し野菜 人参　玉ねぎ

13 豚肉と野菜のあんかけ丼（軟飯） 米 豚肉 玉ねぎ　もやし　白菜 砂糖　醤油　だし昆布　片栗粉

みそ汁 かぼちゃ　人参 味噌　昆布だし

15 軟飯　スープ 米 玉ねぎ　チンゲン菜 塩　醤油　昆布だし

春雨のそぼろ煮 春雨　／じゃがいも 豚肉　／大豆 もやし　コーン 砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉　／昆布だし

蒸し野菜 きゅうり　人参

16 軟飯　みそ汁 米 小松菜 味噌　昆布だし

カレイの野菜あん カレイ
人参　玉ねぎ　／リンゴ　イチ
ゴ

砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉

ふかし芋 じゃがいも

17 軟飯　みそ汁 米 玉ねぎ　人参 味噌　昆布だし

肉豆腐 　／米 牛肉　豆腐 もやし　／大根 砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉

スティックきゅうり きゅうり

18 軟飯　みそ汁 米 小松菜 味噌　昆布だし

鶏肉と大豆の煮物 　／さつまいも 鶏肉　大豆 コーン　／リンゴ 砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉

蒸し野菜 人参　大根

19 軟飯　スープ 米 レタス　玉ねぎ 塩　醤油　昆布だし

もやしのそぼろ煮 牛肉 もやし　コーン　／バナナ 砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉

コロコロ野菜 人参　きゅうり

20 鶏肉と野菜のあんかけ丼（軟飯） 米 鶏肉 コーン　もやし　玉ねぎ 砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉

スープ 人参　キャベツ 塩　醤油　昆布だし

22 軟飯　みそ汁 米 玉ねぎ　キャベツ 味噌　昆布だし

豆腐の人参おろしかけ 豆腐 人参　／バナナ 砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉

ふかし芋 じゃがいも

23 軟飯　みそ汁 米 玉ねぎ 味噌　昆布だし

カレイの炒り煮 　／じゃがいも カレイ　／かつお節 キャベツ 砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉

人参甘煮 人参

24 軟飯　スープ 米 白菜 塩　醤油　昆布だし

春雨のそぼろ煮 春雨 豚肉　 玉ねぎ　チンゲン菜　／かぼちゃ砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉　

コロコロきゅうり きゅうり　

25 軟飯　すまし汁 米 大根 塩　醤油　昆布だし

鶏肉の味噌煮 　／米 鶏肉 　／ほうれん草 味噌　昆布だし

スティック野菜 きゅうり　人参

26 軟飯　みそ汁 米　じゃがいも 味噌　昆布だし

牛肉とひじきの煮物 牛肉　ひじき　／きな粉 　／バナナ 砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉

蒸し野菜 人参　玉ねぎ

27 鶏と野菜のあんかけ丼（軟飯） 米 鶏肉 人参　白菜 砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉

みそ汁 さつまいも 玉ねぎ 味噌　昆布だし

29 軟飯　みそ汁 米 玉ねぎ　キャベツ 味噌　昆布だし

豆腐つくねのソースかけ 豆腐　ひじき　鶏肉 　／かぼちゃ 砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉

人参甘煮 人参

30 軟飯　すまし汁 米 大根　人参 塩　醤油　昆布だし

カレイのちゃんちゃん焼き 　／さつまいも カレイ 玉ねぎ　キャベツ 味噌　昆布だし　片栗粉

コロコロきゅうり きゅうり

31 軟飯　スープ 米 ほうれん草 塩　醤油　昆布だし

チキンビーンズ 鶏肉　大豆 玉ねぎ　トマト　／バナナ 砂糖　醤油　昆布だし　片栗粉

スティック野菜 きゅうり　人参

メディッシュフードサービス

管理栄養士　作成

バナナ
水

土

月

火

ハイハイン

スイートパンプキン

焼き芋

水

木

金

かぼちゃの煮物

ほうれん草がゆ

きな粉バナナ

土

月

火

ハイハイン

バナナ

おかかポテト

水

木

金

大根がゆ

フルーツきんとん

バナナ

土

月

火

ハイハイン

大豆入りマッシュポテト

リンゴとイチゴの煮物

水

木

金

かぼちゃの煮物

ほうれん草がゆ

きな粉バナナ

土

月

火

ハイハイン

バナナ

おかかポテト

こどもの日
金

みどりの日
木

憲法記念日
水

2023年　献立表

献立名　(昼食） おやつ（3時）

月

火

調味料

大豆入りマッシュポテト

リンゴとイチゴの煮物



社会福祉法人　大阪婦人ホーム　
十三保育園
（　完了期食　12か月頃～２歳　）

メディッシュフードサービス　作成

黄　　　色 赤　　　色 緑　　　　　色

日 熱や力になる 血や肉になる 体の調子をよくする

曜日 エネルギー源 たんぱく質源 ビタミン・ミネラル源

1 あんかけチャーハン 牛乳 米 豚肉 玉ねぎ　白ねぎ　もやし　コーン

春雨の中華サラダ 春雨 わかめ 人参　チンゲン菜　きゅうり

わかめスープ ごま 牛乳　じゃこ　大豆 レタス　ミカン　豆苗　パイナップル

2 ご飯 牛乳 米 サバ 小松菜　人参

サバの照り焼き じゃがいも 油揚げ 玉ねぎ　葉ねぎ

煮浸し　みそ汁　いちご 牛乳　かつお節 いちご

3

4

5

6 ツナコーンピラフ お茶 米 ツナ コーン　人参

もやしサラダ もやし　しめじ茸　

和風スープ 大根　パセリ

8 サケとおかかの混ぜご飯 牛乳 米 サケ　かつお節 玉ねぎ　葉ねぎ　人参　

切り干し大根の煮物 米粉 油揚げ　わかめ 切り干し大根　えのき茸

みそ汁　バナナ 牛乳　豆乳 バナナ

9 ご飯 牛乳 米 サワラ キャベツ　人参　えのき茸

サワラのかば焼き じゃがいも 豆腐 玉ねぎ　葉ねぎ　でこぽん　

お浸し　みそ汁　でこぽん 牛乳　じゃこ

10 中華丼 牛乳 米 豚肉　さつま揚げ 玉ねぎ　人参　白菜　チンゲン菜

もやしサラダ 春雨 牛乳　豆腐　 もやし　レタス　きゅうり

春雨と野菜のスープ 米粉 しらす　ちくわ　ひじき にら　えのき茸　キャベツ　葉ねぎ

11 たけのこご飯 牛乳 米 油揚げ たけのこ　大根　人参　干しシイタケ

厚揚げのみそ炒め 絹揚げ　鶏肉　牛乳　豆乳 きゅうり　玉ねぎ

スティック野菜　すまし汁 寒天　ゼラチン　昆布 ほうれん草

12 ご飯 牛乳 米 牛肉 玉ねぎ　人参

肉じゃが じゃがいも ちくわ　ひじき 小松菜　もやし　白ねぎ

ごま和え　みそ汁 こんにゃく　ごま 牛乳　きな粉　じゃこ バナナ

13 豚肉丼 お茶 米 豚肉 玉ねぎ　もやし

お浸し 白菜　えのき茸　人参

みそ汁 かぼちゃ　カイワレ大根

15 あんかけチャーハン 牛乳 米 豚肉 玉ねぎ　白ねぎ　もやし　コーン

春雨の中華サラダ 春雨 わかめ 人参　チンゲン菜　きゅうり

わかめスープ ごま 牛乳　じゃこ　大豆 レタス　ミカン　豆苗　パイナップル

16 ご飯 牛乳 米 サバ 小松菜　人参

サバの照り焼き じゃがいも 油揚げ 玉ねぎ　葉ねぎ

煮浸し　みそ汁　いちご 牛乳　かつお節 いちご

17 ご飯 牛乳 米 豆腐　牛肉 玉ねぎ　白ねぎ

肉豆腐 米粉 塩昆布　油揚げ もやし　きゅうり　人参　しめじ茸

塩昆布和え　みそ汁 牛乳　豆腐　豆乳　ツナ 大根　カイワレ大根　コーン

18 アマランサスご飯 牛乳 米 鶏肉 にんにく　生姜　

豆腐つくねの和風あんかけ アマランサス 大豆　豆腐 人参　コーン　

ポテトビーンズサラダ　みそ汁 じゃがいも 牛乳　ゼラチン　寒天 小松菜　リンゴ　リンゴジュース

19 ビビンバご飯 牛乳 米 牛肉　 人参　もやし　ほうれん草　にんにく

バンバンジーサラダ ごま 鶏肉 レタス　きゅうり

野菜スープ 米粉 牛乳　おから　豆乳 玉ねぎ　キャベツ　しめじ茸　コーン　バナナ　ココア

20 チキンライス お茶 米 鶏肉 玉ねぎ　人参　パセリ

サラダ キャベツ　コーン

もやしスープ もやし　豆苗

22 サケのちらし寿司 牛乳 米 サケ 人参　きゅうり　コーン

切り干し大根の煮物 米粉 油揚げ　わかめ 切り干し大根　なめこ

赤だし　バナナ 牛乳　豆乳 バナナ　イチゴ

23 玄米ご飯 牛乳 米　玄米 サワラ キャベツ　人参　えのき茸

サワラのかば焼き じゃがいも 豆腐 玉ねぎ　葉ねぎ　でこぽん　

お浸し　みそ汁　でこぽん 牛乳　じゃこ

24 中華丼 牛乳 米 豚肉　さつま揚げ 玉ねぎ　人参　白菜　チンゲン菜

もやしサラダ 春雨 牛乳　豆腐　 もやし　レタス　きゅうり

春雨と野菜のスープ 米粉 しらす　ちくわ　ひじき にら　えのき茸　キャベツ　葉ねぎ

25 豆ごはん 牛乳 米 絹揚げ エンドウ豆　大根　人参　干しシイタケ

厚揚げのみそ炒め 鶏肉　牛乳　豆乳 きゅうり　玉ねぎ

スティック野菜　すまし汁 寒天　ゼラチン　昆布 ほうれん草

26 ご飯 牛乳 米 牛肉 玉ねぎ　人参

肉じゃが じゃがいも ちくわ　ひじき 小松菜　もやし　白ねぎ

ごま和え　みそ汁 こんにゃく　ごま 牛乳　きな粉　じゃこ バナナ

27 炊き込みご飯 お茶 米 鶏肉 しめじ茸　人参

お浸し さつまいも 油揚げ 白菜　玉ねぎ

みそ汁 カイワレ大根

29 ご飯 牛乳 米 鶏肉　豆腐　おから 白ねぎ　玉ねぎ

鶏つくねの甘酢あん 米粉 ひじき　油揚げ 人参　ピーマン

ひじき油いため　みそ汁 牛乳　豆乳 えのき茸　キャベツ

30 ご飯 牛乳 米 サケ　鶏肉 玉ねぎ　えのき茸　キャベツ

サケのちゃんちゃん焼き さつまいも かつお節　豆腐 人参　白ねぎ　きゅうり

おかかきゅうり　けんちん汁　バナナ 牛乳　じゃこ 大根　葉ねぎ　バナナ

31 カレー風味ご飯 牛乳 米 鶏肉　大豆 玉ねぎ　人参　トマト

チキンビーンズ 米粉 豆腐 キャベツ　きゅうり

コールスローサラダ　とろみスープ 牛乳　ツナ　豆乳 ほうれん草　コーン

メディッシュフードサービス

管理栄養士　作成

水 ツナコーンスコーン

土 星食べよ　ラムネ
ハッピーターン

月 ミニどら焼き

火 じゃこ
焼き芋

水 しらすのお好み焼き

木 昆布
豆乳カラメルプリン

金 じゃこ
きな粉バナナ

土 ぽたぽた焼き
ラムネ

月 パンケーキ
～手作りイチゴジャム～

火 じゃこ
新じゃがのフライ

水 ツナコーンスコーン

木 じゃこ
リンゴゼリー

金 ココアバナナドーナツ

土 星食べよ　ラムネ
ハッピーターン

月 じゃこ大豆
パイナップル

火 おかかおにぎり

水 しらすのお好み焼き

木 昆布
豆乳カラメルプリン

金 じゃこ
きな粉バナナ

土 ぱりんこ　ラムネ
おさつどき

月 ジャムサンド

火 じゃこ
新じゃがのフライ

こどもの日
金

みどりの日
木

憲法記念日
水

火 おかかおにぎり

2023年　献立表

献立名　(昼食） おやつ（3時）

月 じゃこ大豆
パイナップル



社会福祉法人　大阪婦人ホーム　
十三保育園
（　乳幼児食　2～5歳　）

メディッシュフードサービス　作成

黄　　　色 赤　　　色 緑　　　　　色

日 熱や力になる 血や肉になる 体の調子をよくする

曜日 エネルギー源 たんぱく質源 ビタミン・ミネラル源

1 あんかけチャーハン 牛乳 米 豚肉 玉ねぎ　白ねぎ　もやし　コーン

春雨の中華サラダ 春雨 わかめ 人参　チンゲン菜　きゅうり

わかめスープ ごま 牛乳　じゃこ　大豆 レタス　ミカン　豆苗　パイナップル

2 ご飯 牛乳 米 サバ 小松菜　人参

サバの照り焼き じゃがいも 油揚げ 玉ねぎ　葉ねぎ

煮浸し　みそ汁　いちご 牛乳　かつお節 いちご

3

4

5

6 ツナコーンピラフ お茶 米 ツナ コーン　人参

もやしサラダ もやし　しめじ茸　

和風スープ 大根　パセリ

8 サケとおかかの混ぜご飯 牛乳 米 サケ　かつお節 玉ねぎ　葉ねぎ　人参　

切り干し大根の煮物 米粉 油揚げ　わかめ 切り干し大根　えのき茸

みそ汁　バナナ 牛乳　豆乳 バナナ

9 ご飯 牛乳 米 サワラ キャベツ　人参　えのき茸

サワラのかば焼き じゃがいも 豆腐 玉ねぎ　葉ねぎ　でこぽん　

お浸し　みそ汁　でこぽん 牛乳　じゃこ

10 中華丼 牛乳 米 豚肉　さつま揚げ 玉ねぎ　人参　白菜　チンゲン菜

もやしサラダ 春雨 牛乳　豆腐　 もやし　レタス　きゅうり

春雨と野菜のスープ 米粉 しらす　ちくわ　ひじき にら　えのき茸　キャベツ　葉ねぎ

11 たけのこご飯 牛乳 米 油揚げ たけのこ　大根　人参　干しシイタケ

厚揚げのみそ炒め 絹揚げ　鶏肉　牛乳　豆乳 きゅうり　玉ねぎ

スティック野菜　すまし汁 寒天　ゼラチン　昆布 ほうれん草

12 ご飯 牛乳 米 牛肉 玉ねぎ　人参

肉じゃが じゃがいも ちくわ　ひじき 小松菜　もやし　白ねぎ

ごま和え　みそ汁 こんにゃく　ごま 牛乳　きな粉　じゃこ バナナ

13 豚肉丼 お茶 米 豚肉 玉ねぎ　もやし

お浸し 白菜　えのき茸　人参

みそ汁 かぼちゃ　カイワレ大根

15 あんかけチャーハン 牛乳 米 豚肉 玉ねぎ　白ねぎ　もやし　コーン

春雨の中華サラダ 春雨 わかめ 人参　チンゲン菜　きゅうり

わかめスープ ごま 牛乳　じゃこ　大豆 レタス　ミカン　豆苗　パイナップル

16 ご飯 牛乳 米 サバ 小松菜　人参

サバの照り焼き じゃがいも 油揚げ 玉ねぎ　葉ねぎ

煮浸し　みそ汁　いちご 牛乳　かつお節 いちご

17 ご飯 牛乳 米 豆腐　牛肉 玉ねぎ　白ねぎ

肉豆腐 米粉 塩昆布　油揚げ もやし　きゅうり　人参　しめじ茸

塩昆布和え　みそ汁 牛乳　豆腐　豆乳　ツナ 大根　カイワレ大根　コーン

18 アマランサスご飯 牛乳 米 鶏肉 にんにく　生姜　

鶏のから揚げ アマランサス 大豆　豆腐 人参　コーン　

ポテトビーンズサラダ　みそ汁 じゃがいも 牛乳　ゼラチン　寒天 小松菜　リンゴ　リンゴジュース

19 ビビンバご飯 牛乳 米 牛肉　 人参　もやし　ほうれん草　にんにく

バンバンジーサラダ ごま 鶏肉 レタス　きゅうり

野菜スープ 米粉 牛乳　おから　豆乳 玉ねぎ　キャベツ　しめじ茸　コーン　バナナ　ココア

20 チキンライス お茶 米 鶏肉 玉ねぎ　人参　パセリ

サラダ キャベツ　コーン

もやしスープ もやし　豆苗

22 サケのちらし寿司 牛乳 米 サケ 人参　きゅうり　コーン

切り干し大根の煮物 米粉 油揚げ　わかめ 切り干し大根　なめこ

赤だし　バナナ 牛乳　豆乳 バナナ　イチゴ

23 玄米ご飯 牛乳 米　玄米 サワラ キャベツ　人参　えのき茸

サワラのかば焼き じゃがいも 豆腐 玉ねぎ　葉ねぎ　でこぽん　

お浸し　みそ汁　でこぽん 牛乳　じゃこ

24 中華丼 牛乳 米 豚肉　さつま揚げ 玉ねぎ　人参　白菜　チンゲン菜

もやしサラダ 春雨 牛乳　豆腐　 もやし　レタス　きゅうり

春雨と野菜のスープ 米粉 しらす　ちくわ　ひじき にら　えのき茸　キャベツ　葉ねぎ

25 豆ごはん 牛乳 米 絹揚げ エンドウ豆　大根　人参　干しシイタケ

厚揚げのみそ炒め 鶏肉　牛乳　豆乳 きゅうり　玉ねぎ

スティック野菜　すまし汁 寒天　ゼラチン　昆布 ほうれん草

26 ご飯 牛乳 米 牛肉 玉ねぎ　人参

肉じゃが じゃがいも ちくわ　ひじき 小松菜　もやし　白ねぎ

ごま和え　みそ汁 こんにゃく　ごま 牛乳　きな粉　じゃこ バナナ

27 炊き込みご飯 お茶 米 鶏肉 しめじ茸　人参

お浸し さつまいも 油揚げ 白菜　玉ねぎ

みそ汁 カイワレ大根

29 ご飯 牛乳 米 鶏肉　豆腐　おから 白ねぎ　玉ねぎ

鶏つくねの甘酢あん 米粉 ひじき　油揚げ 人参　ピーマン

ひじき油いため　みそ汁 牛乳　豆乳 えのき茸　キャベツ

30 ご飯 牛乳 米 サケ　鶏肉 玉ねぎ　えのき茸　キャベツ

サケのちゃんちゃん焼き さつまいも かつお節　豆腐 人参　白ねぎ　きゅうり

おかかきゅうり　けんちん汁　バナナ 牛乳　じゃこ 大根　葉ねぎ　バナナ

31 カレー風味ご飯 牛乳 米 鶏肉　大豆 玉ねぎ　人参　トマト

チキンビーンズ 米粉 豆腐 キャベツ　きゅうり

コールスローサラダ　とろみスープ 牛乳　ツナ　豆乳 ほうれん草　コーン

メディッシュフードサービス

管理栄養士　作成

水

火

火

木

金

火

金

土

金

月

木

月

土

水

木

月

土

こどもの日

月

土

水

火

2023年　献立表

献立名　(昼食）

月

水

憲法記念日

みどりの日

おやつ（3時）

ミニどら焼き

ツナコーンスコーン

じゃこ大豆
パイナップル

木

水

金

火 おかかおにぎり

ぱりんこ　ラムネ
おさつどき

ジャムサンド

じゃこ
新じゃがのフライ

しらすのお好み焼き

豆乳カラメルプリン

じゃこ
きな粉バナナ

星食べよ　ラムネ
ハッピーターン

じゃこ大豆
パイナップル

おかかおにぎり

ツナコーンスコーン

じゃこ
リンゴゼリー

ココアバナナドーナツ

じゃこ
焼き芋

じゃこ
きな粉バナナ

ぽたぽた焼き
ラムネ

パンケーキ
～手作りイチゴジャム～

じゃこ
新じゃがのフライ

しらすのお好み焼き

豆乳カラメルプリン

星食べよ　ラムネ
ハッピーターン
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