
日 曜 ごはん おやつ 　血や肉になる 　熱や力になる 　調子を整える

2 月
ごはん　みそ汁(アスパラガス・えのき)
じゃがいもと豚肉のBBQ炒め
ごぼうサラダ

麦茶　牛乳
きなこボール

みそ　豚肉　きなこ
牛乳

米　じゃがいも　サラダ油
ごま油　砂糖　すりごま
ケーキミックス　バター

アスパラガス　えのき　玉ねぎ
ピーマン　にんにく　ごぼう
人参　ひじき　きゅうり

3 火 憲法記念日

4 水 みどりの日

5 木 こどもの日

6 金
麦ごはん　あつめ汁
炒り鶏
ごま酢和え　ひじきの煮物

麦茶　牛乳
メロンラスク

油揚げ　豆腐　煮干し
みそ　高野豆腐　鶏肉
牛乳

米　押麦　グラニュー糖
サラダ油　すりごま
砂糖　ケーキミックス
バター　食パン

大根　ごぼう　長ねぎ　青菜
人参　干ししいたけ　いんげん
きゃべつ　きゅうり　ひじき　絹さや
レモン汁　わかめ

7 土
ごはん　みそ汁(油揚げ・玉ねぎ)
鶏団子と野菜の煮物
きゃべつサラダ

麦茶　いりこ
焼きおにぎり

油揚げ　みそ　鶏ひき肉
煮干し

米　上新粉　砂糖
片栗粉　オリーブ油　ごま油

玉ねぎ　長ねぎ　人参　生姜
大根　青菜　きゃべつ　きゅうり

9 月
ごはん　みそ汁(きゃべつ。人参)
ひじき入りミートローフ
コーンサラダ　青菜と切干のおひたし

麦茶　牛乳
チーズとハムのスコーン

みそ　豚ひき肉　ハム
牛乳　チーズ

米　上新粉　じゃがいも
サラダ油　砂糖　薄力粉
バター

きゃべつ　人参　玉ねぎ　ひじき
コーン缶　青菜　切干大根　しめじ

10 火
ごはん　玉ねぎ坊やスープ
鶏の塩こうじ焼き
春野菜の梅ドレッシングサラダ　人参シリシリ

麦茶　牛乳
ハニークッキー

鶏肉　しらす　牛乳
米　はちみつ　ごま油
薄力粉　バター

玉ねぎ　きゃべつ　アスパラガス
いんげん　グリンピース　梅干し
スナックえんどう　人参　にら

11 水
玄米ごはん　みそ汁(じゃがいも・長ねぎ)
しらすと野菜のかき揚げ
納豆と野菜のそぼろ炒め　和風サラダ

麦茶　牛乳
ホットツナサンド

みそ　しらす　鶏ひき肉
納豆　ツナ缶　牛乳

米　玄米　じゃがいも
薄力粉　片栗粉　サラダ油
砂糖　ごま油　食パン

長ねぎ　ピーマン　人参　玉ねぎ
ごぼう　大根　レタス　きゅうり
わかめ

12 木
ごはん　みそ汁(豆腐・しめじ)
鶏肉のトマトソース炒め　きゃべつとお揚げさんの梅煮
アスパラガスとじゃがいものサラダ

麦茶　牛乳　果物
ココア蒸しパン

豆腐　みそ　鶏肉
油揚げ　かつお節　牛乳

米　サラダ油　砂糖
片栗粉　じゃがいも　ごま油
ケーキミックス

しめじ　人参　玉ねぎ　きゃべつ
アスパラガス　生姜　梅干し　果物

13 金
ごぼうのドライカレー
太平燕
フレンチサラダ

麦茶　いりこ
おいなりさん

豚ひき肉　豚肉
煮干し　油揚げ

米　押麦　砂糖
サラダ油　上新粉　春雨
ごま油

玉ねぎ　ごぼう　人参　きくらげ
きゃべつ　もやし　たけのこ　しめじ
万能ねぎ　きゅうり　みかん缶

14 土
ごはん　みそ汁(もやし・人参)
ロールしないきゃべつ
五色和え　青のりポテト

麦茶　いりこ
梅おにぎり

みそ　豚ひき肉　煮干し
米　サラダ油
すりごま　じゃがいも

もやし　人参　きゃべつ　玉ねぎ
しめじ　トマト缶　きゅうり　大根
セロリ　レタス　青のり　梅干し
海苔

16 月
ごはん　みそ汁(アスパラガス・えのき)
じゃがいもと豚肉のBBQ炒め
ごぼうサラダ

麦茶　牛乳
きなこボール

みそ　豚肉　きなこ
牛乳

米　じゃがいも　サラダ油
ごま油　砂糖　すりごま
ケーキミックス　バター

アスパラガス　えのき　玉ねぎ
ピーマン　にんにく　ごぼう
人参　ひじき　きゅうり

17 火
ごはん　みそ汁(厚揚げ・玉ねぎ)
かれいのみそ漬け焼き
空豆と豚肉の当座煮　チーズ入りサラダ

麦茶　牛乳
オレンジアップルケーキ

厚揚げ　みそ　かれい
豚肉　高野豆腐　ベーコン
チーズ　牛乳　卵

米　砂糖　サラダ油
薄力粉　バター

玉ねぎ　空豆　大根　きゃべつ
きゅうり　りんごジュース　みかん缶

18 水
玄米ごはん　みそ汁(大根・油揚げ)
チキングリル
ジャーマンポテト　レタスとコーンの土佐酢かけ

麦茶　牛乳
しらすっちょ

油揚げ　みそ　鶏肉
ベーコン　かつお節
しらす　牛乳

米　玄米　オリーブ油
じゃがいも　砂糖
薄力粉　サラダ油

大根　玉ねぎ　セロリ　レタス
コーン缶　万能ねぎ　ピーマン　人参

19 木
ごはん　みそ汁(わかめ・人参)
あじのから揚げ
白和え　春のシャキシャキナムル

麦茶　いりこ
梅ひじきおにぎり

みそ　豆腐
煮干し　あじ

米　片栗粉　サラダ油
砂糖　すりごま　ごま油

わかめ　人参　レモン汁　生姜
青菜　スナックえんどう　もやし
梅干し　ひじき　海苔

20 金
麦ごはん　あつめ汁
炒り鶏
ごま酢和え　ひじきの煮物

麦茶　牛乳
メロンラスク

油揚げ　豆腐　煮干し
みそ　高野豆腐　鶏肉
牛乳

米　押麦　グラニュー糖
サラダ油　すりごま
砂糖　ケーキミックス
バター　食パン

大根　ごぼう　長ねぎ　青菜
人参　干ししいたけ　いんげん
きゃべつ　きゅうり　ひじき　絹さや
レモン汁　わかめ

21 土
ごはん　みそ汁(油揚げ・玉ねぎ)
鶏団子と野菜の煮物
きゃべつサラダ

麦茶　いりこ
焼きおにぎり

油揚げ　みそ　鶏ひき肉
煮干し

米　上新粉　砂糖
片栗粉　オリーブ油　ごま油

玉ねぎ　長ねぎ　人参　生姜
大根　青菜　きゃべつ　きゅうり

23 月
ごはん　みそ汁(きゃべつ。人参)
ひじき入りミートローフ
コーンサラダ　青菜と切干のおひたし

麦茶　牛乳
チーズとハムのスコーン

みそ　豚ひき肉　ハム
牛乳　チーズ

米　上新粉　じゃがいも
サラダ油　砂糖　薄力粉
バター

きゃべつ　人参　玉ねぎ　ひじき
コーン缶　青菜　切干大根　しめじ

24 火
ごはん　玉ねぎ坊やスープ
鶏の塩こうじ焼き
春野菜の梅ドレッシングサラダ　人参シリシリ

麦茶　牛乳
ハニークッキー

鶏肉　しらす　牛乳
米　はちみつ　ごま油
薄力粉　バター

玉ねぎ　きゃべつ　アスパラガス
いんげん　グリンピース　梅干し
スナックえんどう　人参　にら

25 水
玄米ごはん　みそ汁(じゃがいも・長ねぎ)
しらすと野菜のかき揚げ
納豆と野菜のそぼろ炒め　和風サラダ

麦茶　牛乳
ホットツナサンド

みそ　しらす　鶏ひき肉
納豆　ツナ缶　牛乳

米　玄米　じゃがいも
薄力粉　片栗粉　サラダ油
砂糖　ごま油　食パン

長ねぎ　ピーマン　人参　玉ねぎ
ごぼう　大根　レタス　きゅうり
わかめ

26 木
ごはん　みそ汁(豆腐・しめじ)
鶏肉のトマトソース炒め　きゃべつとお揚げさんの梅煮
アスパラガスとじゃがいものサラダ

麦茶　牛乳　果物
ココア蒸しパン

豆腐　みそ　鶏肉
油揚げ　かつお節　牛乳

米　サラダ油　砂糖
片栗粉　じゃがいも　ごま油
ケーキミックス

しめじ　人参　玉ねぎ　きゃべつ
アスパラガス　生姜　梅干し　果物

27 金
ごぼうのドライカレー
太平燕
フレンチサラダ

麦茶　いりこ
おいなりさん

豚ひき肉　豚肉
煮干し　油揚げ

米　押麦　砂糖
サラダ油　上新粉　春雨
ごま油

玉ねぎ　ごぼう　人参　きくらげ
きゃべつ　もやし　たけのこ　しめじ
万能ねぎ　きゅうり　みかん缶

28 土
ごはん　みそ汁(もやし・人参)
ロールしないきゃべつ
五色和え　青のりポテト

麦茶　いりこ
梅おにぎり

みそ　豚ひき肉　煮干し
米　サラダ油
すりごま　じゃがいも

もやし　人参　きゃべつ　玉ねぎ
しめじ　トマト缶　きゅうり　大根
セロリ　レタス　青のり　梅干し
海苔

30 月
麦ごはん　みそ汁(なめこ・万能ねぎ)
鶏の黒酢煮
マカロニサラダ　土佐和え

麦茶　牛乳
しらすっちょ

みそ　鶏肉　ハム
かつお節　しらす　牛乳

米　押麦　薄力粉
じゃがいも　サラダ油　砂糖
オリーブ油　マカロニ

なめこ　万能ねぎ　長ねぎ　にんにく
きゅうり　人参　きゃべつ　青菜
玉ねぎ　ピーマン

31 火
ごはん　みそ汁(厚揚げ・玉ねぎ)
かれいのみそ漬け焼き
空豆と豚肉の当座煮　チーズ入りサラダ

麦茶　牛乳
オレンジアップルケーキ

厚揚げ　みそ　かれい
豚肉　高野豆腐　ベーコン
チーズ　牛乳　卵

米　砂糖　サラダ油
薄力粉　バター

玉ねぎ　空豆　大根　きゃべつ
きゅうり　りんごジュース　みかん缶

5月のこんだて のしお一丁目保育園

 ※献立は都合により変更する場合があります。

   4月頃から美味しい、新玉ねぎのお話です。
玉ねぎは通年お店に並んでいますが、新玉ねぎが並ぶのは春から初夏にかけてのこの季節だけです。よく見る玉ねぎ(旧(ひね)玉ねぎ)は、北
海道産のものがほとんどで、春にタネをまき、秋に収穫したもの。日持ちをよくするため収穫して1か月ほど乾燥させてから出荷されます。
一方の新玉ねぎは、秋にタネをまき、春に収穫したもので、兵庫や佐賀、愛知で栽培され、収穫後すぐに出荷されます。新玉ねぎの特徴は、
やわらかくて甘いこと。やわらかく辛味も少ないためサラダにぴったりですが、子どもたちにはさすがに辛いので、保育園ではスープにして
提供します。10日と24日にでる『玉ねぎ坊やスープ』の具材は玉ねぎのみ！火を通すとさらに甘みを増し、とろっとした食感になる、新玉
ねぎの美味しさを味わってもらえたらいいなと思います。

 

2022年度


