
朝おやつ 主食 主菜 副菜 汁物・デザート おやつ

バナナヨーグルト プリン
バナナ　ヨーグルト プリン

2 土

ごはん ローストチキン ツナサラダ スープ ビスケット
白米 鶏肉　醤油　にんにく　生姜　酒 キャベツ　きゅうり　ツナ　人参　コーン 木綿豆腐　玉ねぎ　人参 ビスケット

マヨネーズ　塩 和だし　塩　醤油

ヨーグルト和え 米粉大納言パン
バナナ　ブルガリアヨーグルト 大納言パン

9 土

春雨サラダ ニラ玉汁 固焼きせんべい
春雨　レタス　きゅうり　もやし　鶏ささみ ニラ　卵　人参　木綿豆腐 未満児：ビスケット

中華だし　塩　胡椒　醤油　きび糖　酢 和だし　味噌 以上児：固焼きせんべい

竹輪の味噌マヨ和え バナナ ホットケーキ
ちくわ　キャベツ　きゅうり　板こんにゃく　人参　もやし バナナ 小麦粉　B・P　きび糖　牛乳　卵　バター　

味噌　マヨネーズ　塩　醤油　きび糖

食パン カジキの竜田揚げ 豆腐のサラダ 野菜スープ 竹の子ごはん
低アレルゲン食パン　 カジキ　にんにく　生姜　片栗粉　サラダ油　酒　醤油 木綿豆腐　レタス　きゅうり　人参　もやし　鶏ささみ 小松菜　人参　玉ねぎ　木綿豆腐　しめじ 白米　竹の子　油揚げ　人参　

中華だし　塩　醤油　ごま油　きび糖 和だし　塩　醤油 和だし　きび糖　醤油　酒

ごはん 豚大根 切り昆布サラダ 豆腐の味噌汁 ハッシュポテト
白米 豚肉　大根　しめじ　人参　玉葱 切り昆布　レタス　きゅうり　もやし　人参　鶏肉 木綿豆腐　人参　玉ねぎ　小松菜　 じゃが芋　塩　サラダ油　片栗粉

きび糖　醤油　みりん　酒　和だし 和だし　きび糖　酢　醤油　サラダ油 だしパック　味噌

ヨーグルト和え 蒸しケーキ
バナナ　ミカン缶　パイン缶　りんご 小麦粉　きび糖　B・P　牛乳　卵　サラダ油　

ブルガリアヨーグルト バター

16 土

ごはん 五目煮 ほうれん草と卵のサラダ 豚汁 ミルクくずもち
白米 大根　人参　鶏肉　玉ねぎ　竹の子　板こんにゃく　さつま揚げ ほうれん草　春雨　人参　レタス　きゅうり　卵　 豚肉　人参　大根　白菜　木綿豆腐　しめじ　長ネギ 牛乳　片栗粉　きび糖　きな粉

和だし　きび糖　醤油　みりん　 和だし　塩　醤油　酢 だしパック　味噌　

ごはん・納豆 カジキのおろし煮 切り干し大根のサラダ 田舎汁 バナナ
白米　納豆 カジキ　片栗粉　生姜　にんにく　サラダ油　 切り干し大根　レタス　きゅうり　人参　もやし　ロースハム　 大根　人参　木綿豆腐　かぼちゃ　白菜　長ネギ バナナ

大根　ポン酢　きび糖 マヨネーズ　塩　きび糖 だしパック　味噌

米粉パン マカロニグラタン レタスのポンサラダ ビーフン汁 おかかおにぎり
米粉パン マカロニ　人参　玉ねぎ　ブロッコリー　 レタス　きゅうり　もやし　コーン　鶏ささみ　韓国のり ビーフン　人参　玉ねぎ　　白菜 白米　かつおぶし　醤油

シチュールゥ　塩　 ポン酢　塩 和だし　塩　醤油

ごはん 肉じゃが 海苔和え けんちん汁 ヨーグルト

白米 豚肉　人参　玉ねぎ　じゃが芋　白滝　 ほうれん草　もやし　人参　海苔の佃煮　人参 人参　大根　木綿豆腐　板こんにゃく　鶏肉　里芋 ソフール

和だし　きび糖　醤油　みりん　 和だし　塩　醤油　酢 だしパック　味噌

フルーツポンチ 大学芋風トースト
乾）うどん　人参　玉ねぎ　白菜　ほうれん草　長ネギ　しめじ バナナ　ミカン缶　パイン缶　りんご　サイダー 食パン　さつま芋　醤油　きび糖　みりん　バター

カレールゥ　塩　醤油

23 土

ごはん 厚揚げのそぼろ煮 キャベツとツナの和え物 ワカメと豆腐の味噌汁 プリン
白米 厚揚げ　人参　玉ねぎ　豚肉　しめじ キャベツ　きゅうり　ツナ　人参　 ワカメ　人参　木綿豆腐　長ネギ プリン

和だし　きび糖　醤油　みりん　 和だし　塩　醤油　酢 だしパック　みそ　

ひじきのサラダ フルーツ 豆腐ドーナッツ
乾）ひじき　レタス　きゅうり　人参　ロースハム　もやし オレンジ 小麦粉　きび糖　B・P　牛乳　卵　サラダ油　

マヨネーズ　塩　醤油　きび糖 木綿豆腐

食パン 白身魚の香草焼き トマトたっぷりサラダ 小松菜のスープ ちゃーはん
低アレ食パン ほき　生姜　にんにく　酒　塩　醤油　パセリ　ローズマリー　粉チーズ トマト　レタス　きゅうり　もやし　人参　鶏ささみ 小松菜　人参　玉ねぎ　木綿豆腐　しめじ 白米　卵　人参　玉ねぎ　長ネギ　

とろけるチーズ　パン粉　 中華だし　塩　こしょう　醤油　きび糖　酢 和だし　塩　醤油 中華だし　塩　こしょう

ごはん マーマレード焼き 納豆和え 石狩汁 ふかし芋
白米 鶏肉　マーマレードジャム　醤油　 ほうれん草　もやし　人参　納豆　 人参　大根　絹豆腐　鮭　えのきたけ　白菜　 じゃが芋　塩

和だし　塩　醤油　 だしパック　味噌

チーズ入りサラダ 豆腐のスープ チーズケーキ風トースト
レタス　きゅうり　もやし　コーン　鶏ささみ　チーズ 木綿豆腐　人参　玉ねぎ　小松菜　 食パン　ブルガリアヨーグルト　きび糖　レモン汁

コンソメ　塩　サラダ油　こしょう 和だし　塩　醤油 チーズ

30 土

29 金 スキム

ナポリタン
乾）パスタ　人参　玉ねぎ　ピーマン　鶏肉　トマトケチャップ　きび糖　塩　サラダ油

27 水 スキム

28 木 スキム

カレー南蛮うどん

26 火 スキム

ハヤシライス
白米　人参　玉ねぎ　じゃが芋　豚肉　ハヤシルゥ

25 月 スキム

22 金 スキム

20 水 スキム

21 木 スキム

18 月 スキム

19 火 スキム

15 金 スキム

磯うどん
乾）うどん　人参　たまねぎ　キャベツ　長ネギ　ほうれん草　生ワカメ

中華だし　塩　醤油　

13 水 スキム

14 木 スキム

12 火 スキム

チキンカレー
白米　人参　玉ねぎ　じゃが芋　鶏肉　福神漬け　カレールゥ　

醤油ラーメン
中華麺　人参　たまねぎ　キャベツ　ほうれん草　白菜

中華味　塩　醤油

11 月 スキム
かき揚げ丼

白米　人参　玉ねぎ　枝豆　えのきたけ　キャベツ　竹輪　サツマイモ

サラダ油　塩　和だし　醤油

7 木 スキム

8 金 スキム

5 火 こ　ど　も　の　日

6 水 振 　替    休  日

4 月 み　ど　り　の　日

1 金 スキム
野菜うどん

乾）うどん　人参　たまねぎ　白菜　鶏肉

醤油　和だし　塩

3 日 憲　法　記　念　日

端午の節句は中国から伝わった風習です。

いっしょに伝来した、「ちまき」は忠誠心の象徴で、忠実で正直

な子に育ちますようにという願いが込められています。

一方、日本でも「柏餅」を食べる風習があります。昔からかし

わの木に神が宿っていると言われ、また、新芽が出ないと古い葉

が落ちないため、家系が途絶えないという子孫繁栄の意味が込め

られているそうです。

どちらも子どもの健やかな成長を祈ったものなのです。

１～２歳児におすすめ

５月５日はこどもの日

薄味について

レトルト食品がたくさん流通しているこのご時世、おいしいものが手軽に食べられるようになって

います。一般的に美味しいと感じる塩分濃度は０．８〜１.０ ％といわれています。
保育園では、食塩の量を調整し塩分系で計測し、

未満児さん ０．３％

以上児さん ０．6％ に設定しています。

これは大人が美味しいと感じる半分の塩分濃度（未満児さんはさらに半分）になっています。

それでも子供たちはきちんと食べてくれています。

乳児は体の機能が未発達であり、さらに味覚形成の最中です。子供の頃から濃い味に慣れてしまう

と、薄味のものを受け入れる事が難しくなってしまいます。子供は塩分を取り過ぎたからといって、

すぐに高血圧や動脈硬化になることはありませんが、将来生活習慣病になるリスクを高めてしまい

ます。

お家にいる時間が長くなっている時期だからこそ、子供の食事の薄味に心がけ、ご家族みんなの健

康にも気をつけてみてはいかがでしょうか。

食育は食材の特徴・調理方法・栄養成分・食事のマナーなど「食」を学ぶことで、健全な食生活が送れる人間を

育てることです。料理のお手伝いは、こうした食育にぴったりといわれています。

幼児期の集中力は10分前後。長い説明や同じ作業の繰り返しは飽きてしまいます。料理にはさまざまな作業
があるため、その都度集中することができるというメリットも。

食材を洗う、皮をむく、においをかぐ……。料理のお手伝いを通して、子どもの五感は刺激を受けます。こうした幼
児期の体験は、記憶としても残りやすいでしょう。

楽しみながら達成感を味わえるお手伝い
1～2歳のお子さまでも、つまむ、にぎる、ひっぱるなど、できることは多いもの。握力はま

だ弱いので、パパママが必ず一緒に作業してあげましょう。

・野菜を手でちぎる ・泡立て器、菜箸などを使って混ぜる

・プラスチック製などの安全な包丁で、豆腐・チーズなど柔らかいものを切る

５～６歳児におすすめ

３～４歳児におすすめ

集中して取り組むお手伝い
3～4歳になると、手先の巧緻性が高くなってきます。野菜・果物などを切る、むくこともで

きるように。卵を割ることも挑戦してみましょう。

・包丁で食材を切る ・卵を割る ・ピーラーを使って野菜・果物の皮をむく

・泡立て器・菜箸などを使って混ぜる ・鍋、フライパンに食材を入れる

・ウィンナーを焼く・ラップを使っておにぎりを作る

年齢別おすすめお手伝い

子ども主体で料理もOK
5,6歳になると、身のまわりのことは一通りできるようになります。自分が行ったことが評価

されたり、感謝されたりすることに喜びを感じるでしょう。慣れてくると一人で簡単な料理を

作れるようになってきます。

・ゆで野菜を使ったサラダを作る ・ホットケーキを作る ・麺類をゆでる

コロナウイルスの影響で、状況に応じ、

献立に変更がある場合があります。


