
月 火 水 木 金

1日 2日 3日 4日 5日

ちまき風おにぎり 開口笑 お休み お休み お休み

8日 9日 10日 11日 12日

柑橘・おせんべい 新じゃがフライ 藤の花おにぎり カルピスゼリー キムパ

15日 16日 17日 18日 19日

抹茶ケーキ みるくもち・いちご がんづき 揚げパン チーズ蒸しパン

22日 23日 24日 25日 26日

メロンパン風トースト ツナマヨにぎり 大学芋
とうもろこしのケークサ

レ
白玉フルーツポンチ

29日 30日 31日

ちくわのごま揚げ バナナスコーン 五平餅

5月おやつ献立 Aコース

5月の一週目は5日の「こどもの日」にちなみ、ちまき風の中華おこわおにぎりを作ります。ちまきは柏餅と並ぶ、子どもの日の行事食です。一

つ一つ竹の皮で包むことはできませんが、ちまき風のおにぎりで、みなさんの無病息災を願います。また、5月1日は八十八夜、茶摘みのシーズン

の始まりです。3週目には茶葉の風味香る抹茶ケーキを作ります。お茶には、抗菌作用、利尿作用等良い効能がたくさんあります。おいしくおや

つを食べて、お茶の良さを伝えていきたいと思います。

大型連休の後は、生活のリズムを整えるのが難しく、体が重くなりがちです。さらに、夏の様に暑い日や、強い日差しで疲れが溜りやすくなり

ます。5月は人気のおやつを多く取り入れましたので、おやつの時間はほっと一息ついて、体も心も癒してほしいと思います。



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1日 2日 3日 4日 5日

ちまき風おにぎり 開口笑 お休み お休み お休み

米、もち米（餅）、豚ひき肉、干し椎
茸、人参、醤油、砂糖、オイスター

ソース、ごま油

小麦粉、卵B、おから、牛乳、砂糖、
油、ベーキングパウダー、白ごま

8日 9日 10日 11日 12日

柑橘・おせんべい 新じゃがフライ 藤の花おにぎり カルピスゼリー キムパ

柑橘、おせんべい
新じゃがいも、小麦粉、米粉、パン

粉、パセリ、塩
米、もち米、黒大豆、梅干し

黒ごま、塩
カルピス、砂糖、寒天、アガー

米、豚挽肉、人参、小松菜、にんに
く、生姜、酢、砂糖、塩、醤油、コ
チュジャン、ごま油、ごま、のり

15日 16日 17日 18日 19日

抹茶ケーキ みるくもち・いちご がんづき 揚げパン チーズ蒸しパン

小麦粉、卵B、牛乳、
砂糖、油、抹茶、

ベーキングパウダー
牛乳、砂糖、片栗粉、いちご

小麦粉、黒糖、牛乳、卵B、酢、
はちみつ、油、重曹、黒ごま

コッペパン、油、砂糖、塩 小麦粉、卵B、牛乳、砂糖、油、チーズ

22日 23日 24日 25日 26日

メロンパン風トースト ツナマヨにぎり 大学芋 とうもろこしのケークサレ 白玉フルーツポンチ

食パン、小麦粉、砂糖、バター
米、ツナ、マヨネーズ、チーズ、

パセリ、塩、醤油
コショー、（じゃが芋）

さつまいも、醤油、みりん、砂糖、
油、黒ごま

小麦粉、卵B、牛乳、砂糖、塩、油、
ベーキングパウダー、コーン(缶)、チー

ズ

白玉粉、米粉、砂糖、みかん缶、パイ
ナップル缶、さくらんぼ缶

29日 30日 31日

ちくわのごま揚げ バナナスコーン 五平餅

ちくわ（卵C）、小麦粉、米粉、黒ご
ま、塩、油

小麦粉、卵B、バナナ、牛乳、砂糖、
油、ベーキングパウダー

米、味噌、みりん、醤油、砂糖、
酒、すりごま

【表記について】
＊おやつには、そば、牛肉、カニ、あわび、いくら、キウイ、ナッツ類、ゼラチン、松
茸、マーガリンは使用いたしません。
＊醤油の原材料には大豆、小麦を含みます。また、お煎餅の原材料には醤油を含みます。
＊食パン・コッペパンの原材料には卵・小麦・乳製品を含みます。
＊麩の原材料には小麦を含みます。
＊卵Aは卵20g以上使用、卵Bは20g未満、卵Cは食材の原材料として使用します。全て
完全加熱し提供します。

５月おやつ使用食材一覧表　Aコース



月 火 水 木 金

1日 2日 3日 4日 5日

開口笑 ちまき風おにぎり お休み お休み お休み

8日 9日 10日 11日 12日

新じゃがフライ 柑橘・おせんべい カルピスゼリー 藤の花おにぎり 揚げパン

15日 16日 17日 18日 19日

がんづき 抹茶ケーキ みるくもち・いちご チーズ蒸しパン キムパ

22日 23日 24日 25日 26日

大学芋 メロンパン風トースト ツナマヨおにぎり 白玉フルーツポンチ
とうもろこしのケークサ

レ

29日 30日 31日

バナナスコーン 五平餅 ちくわのごま揚げ

5月おやつ献立 Ｂコース

=

5月の一週目は5日の「こどもの日」にちなみ、ちまき風の中華おこわおにぎりを作ります。ちまきは柏餅と並ぶ、子どもの日の行事食です。一

つ一つ竹の皮で包むことはできませんが、ちまき風のおにぎりで、みなさんの無病息災を願います。また、5月1日は八十八夜、茶摘みのシーズン

の始まりです。3週目には茶葉の風味香る抹茶ケーキを作ります。お茶には、抗菌作用、利尿作用等良い効能がたくさんあります。おいしくおや

つを食べて、お茶の良さを伝えていきたいと思います。

大型連休の後は、生活のリズムを整えるのが難しく、体が重くなりがちです。さらに、夏の様に暑い日や、強い日差しで疲れが溜りやすくなり

ます。5月は人気のおやつを多く取り入れましたので、おやつの時間はほっと一息ついて、体も心も癒してほしいと思います。



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1日 2日 3日 4日 5日

開口笑 ちまき風おにぎり お休み お休み お休み

小麦粉、卵B、おから、牛乳、砂糖、
油、ベーキングパウダー、白ごま

米、もち米（餅）、豚ひき肉、干し椎
茸、人参、醤油、砂糖、オイスター

ソース、ごま油

8日 9日 10日 11日 12日

新じゃがフライ 柑橘・おせんべい カルピスゼリー 藤の花おにぎり 揚げパン

新じゃがいも、小麦粉、米粉、パン
粉、パセリ、塩

柑橘、おせんべい カルピス、砂糖、寒天、アガー
米、もち米、黒大豆、梅干し

黒ごま、塩
コッペパン、油、砂糖、塩

15日 16日 17日 18日 19日

がんづき 抹茶ケーキ みるくもち・いちご チーズ蒸しパン キムパ

小麦粉、黒糖、牛乳、卵B、酢、
はちみつ、油、重曹、黒ごま

小麦粉、卵B、牛乳、
砂糖、油、抹茶、

ベーキングパウダー
牛乳、砂糖、片栗粉、いちご 小麦粉、卵B、牛乳、砂糖、油、チーズ

米、豚挽肉、人参、小松菜、にんに
く、生姜、酢、砂糖、塩、醤油、コ
チュジャン、ごま油、ごま、のり

22日 23日 24日 25日 26日

大学芋 メロンパン風トースト ツナマヨおにぎり 白玉フルーツポンチ とうもろこしのケークサレ

さつまいも、醤油、みりん、砂糖、
油、黒ごま

食パン、小麦粉、砂糖、バター
米、ツナ、マヨネーズ、チーズ、

パセリ、塩、醤油
コショー、（じゃが芋）

白玉粉、米粉、砂糖、みかん缶、パイ
ナップル缶、さくらんぼ缶

小麦粉、卵B、牛乳、砂糖、塩、油、
ベーキングパウダー、コーン(缶)、チー

ズ

29日 30日 31日

バナナスコーン 五平餅 ちくわのごま揚げ

小麦粉、卵B、バナナ、牛乳、砂糖、
油、ベーキングパウダー

米、味噌、みりん、醤油、砂糖、
酒、すりごま

ちくわ（卵C）、小麦粉、米粉、黒ご
ま、塩、油

【表記について】
＊おやつには、そば、牛肉、カニ、あわび、いくら、キウイ、ナッツ類、ゼラチン、松
茸、マーガリンは使用いたしません。
＊醤油の原材料には大豆、小麦を含みます。また、お煎餅の原材料には醤油を含みます。
＊食パン・コッペパンの原材料には卵・小麦・乳製品を含みます。
＊麩の原材料には小麦を含みます。
＊卵Aは卵20g以上使用、卵Bは20g未満、卵Cは食材の原材料として使用します。全て
完全加熱し提供します。

５月おやつ使用食材一覧表　Bコース



月 火 水 木 金

1日 2日 3日 4日 5日

たけのこおにぎり 開口笑 お休み お休み お休み

8日 9日 10日 11日 12日

鶏肉の甘辛レモンだれ 柑橘ケーキ ちまき風おにぎり カルピスゼリー ハニーレモン大学芋

15日 16日 17日 18日 19日

オレンジヨーグルトフレ
ンチ

新じゃがフライ 藤の花おにぎり 揚げパン 冷凍パイン

22日 23日 24日 25日 26日

抹茶ケーキ
マカロニきなこ・おせん

べい
がんづき

とうもろこしのケークサ
レ

チーズ蒸しパン

29日 30日 31日

メロンパン風トースト ツナマヨにぎり いちごケーキ

5月おやつ献立 Cコース

5月の一週目は5日の「こどもの日」にちなみ、ちまき風の中華おこわおにぎりを作ります。ちまきは柏餅と並ぶ、子どもの日の行事食です。一

つ一つ竹の皮で包むことはできませんが、ちまき風のおにぎりで、みなさんの無病息災を願います。また、5月1日は八十八夜、茶摘みのシーズン

の始まりです。3週目には茶葉の風味香る抹茶ケーキを作ります。お茶には、抗菌作用、利尿作用等良い効能がたくさんあります。おいしくおや

つを食べて、お茶の良さを伝えていきたいと思います。

大型連休の後は、生活のリズムを整えるのが難しく、体が重くなりがちです。さらに、夏の様に暑い日や、強い日差しで疲れが溜りやすくなり

ます。5月は人気のおやつを多く取り入れましたので、おやつの時間はほっと一息ついて、体も心も癒してほしいと思います。



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1日 2日 3日 4日 5日

たけのこおにぎり 開口笑 お休み お休み お休み

米、たけのこ、油揚げ、雑穀、醤油、
塩、三温糖

小麦粉、卵B、おから、牛乳、砂糖、
油、ベーキングパウダー、白ごま

8日 9日 10日 11日 12日

鶏肉の甘辛レモンだれ 柑橘ケーキ ちまき風おにぎり カルピスゼリー ハニーレモン大学芋

鶏むね肉、塩麴、片栗粉、米粉、油、
レモン汁、醤油、砂糖

小麦粉、卵B、牛乳、砂糖、油、柑橘
ジャム、ベーキングパウダー

米、もち米（餅）、豚ひき肉、干し椎
茸、人参、醤油、砂糖、オイスター

ソース、ごま油
カルピス、砂糖、寒天、アガー

さつまいも、はちみつ、砂糖、レモン
汁、油

15日 16日 17日 18日 19日

オレンジヨーグルトフレンチ 新じゃがフライ 藤の花おにぎり 揚げパン 冷凍パイン

食パン、ヨーグルト、オレンジジュー
ス、卵B、柑橘類、砂糖

新じゃがいも、小麦粉、米粉、パン
粉、パセリ、塩

米、もち米、黒大豆、梅干し
黒ごま、塩

コッペパン、油、砂糖、塩 パイナップル缶

22日 23日 24日 25日 26日

抹茶ケーキ マカロニきなこ・おせんべい がんづき とうもろこしのケークサレ チーズ蒸しパン

小麦粉、卵B、牛乳、
砂糖、油、抹茶、

ベーキングパウダー

マカロニ、きなこ、砂糖、塩、おせん
べい

小麦粉、黒糖、牛乳、卵B、酢、
はちみつ、油、重曹、黒ごま

小麦粉、卵B、牛乳、砂糖、塩、油、
ベーキングパウダー、コーン(缶)、チー

ズ
小麦粉、卵B、牛乳、砂糖、油、チーズ

29日 30日 31日

メロンパン風トースト ツナマヨにぎり いちごケーキ

食パン、小麦粉、砂糖、バター
米、ツナ、マヨネーズ、チーズ、

パセリ、塩、醤油
コショー、（じゃが芋）

いちご、小麦粉、卵B、牛乳、砂糖、
油、ベーキングパウダー

５月おやつ使用食材一覧表　Cコース

【表記について】
＊おやつには、そば、牛肉、カニ、あわび、いくら、キウイ、ナッツ類、ゼラチン、松
茸、マーガリンは使用いたしません。
＊醤油の原材料には大豆、小麦を含みます。また、お煎餅の原材料には醤油を含みます。
＊食パン・コッペパンの原材料には卵・小麦・乳製品を含みます。
＊麩の原材料には小麦を含みます。
＊卵Aは卵20g以上使用、卵Bは20g未満、卵Cは食材の原材料として使用します。全て
完全加熱し提供します。



月 火 水 木 金

1日 2日 3日 4日 5日

たけのこおにぎり みたらしちくわぶ お休み お休み お休み

8日 9日 10日 11日 12日

鶏肉の甘辛レモンだれ 柑橘ケーキ ちまき風おにぎり りんごのカスタードパン ハニーレモン大学芋

15日 16日 17日 18日 19日

オレンジヨーグルトフレ
ンチ

新じゃがフライ 藤の花おにぎり カルピス白玉 冷凍パイン

22日 23日 24日 25日 26日

抹茶ケーキ
マカロニきなこ・おせん

べい
がんづき ゆかりじゃこおにぎり チーズ蒸しパン

29日 30日 31日

メロンパン風トースト ツナマヨにぎり いちごケーキ

5月おやつ献立 Dコース

5月の一週目は5日の「こどもの日」にちなみ、ちまき風の中華おこわおにぎりを作ります。ちまきは柏餅と並ぶ、子どもの日の行事食です。一

つ一つ竹の皮で包むことはできませんが、ちまき風のおにぎりで、みなさんの無病息災を願います。また、5月1日は八十八夜、茶摘みのシーズン

の始まりです。3週目には茶葉の風味香る抹茶ケーキを作ります。お茶には、抗菌作用、利尿作用等良い効能がたくさんあります。おいしくおや

つを食べて、お茶の良さを伝えていきたいと思います。

大型連休の後は、生活のリズムを整えるのが難しく、体が重くなりがちです。さらに、夏の様に暑い日や、強い日差しで疲れが溜りやすくなり

ます。5月は人気のおやつを多く取り入れましたので、おやつの時間はほっと一息ついて、体も心も癒してほしいと思います。



月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

1日 2日 3日 4日 5日

たけのこおにぎり みたらしちくわぶ お休み お休み お休み

米、たけのこ、油揚げ、雑穀、醤油、
塩、三温糖

ちくわぶ、醤油、砂糖、片栗粉

8日 9日 10日 11日 12日

鶏肉の甘辛レモンだれ 柑橘ケーキ ちまき風おにぎり りんごのカスタードパン ハニーレモン大学芋

鶏むね肉、塩麴、片栗粉、米粉、油、
レモン汁、醤油、砂糖

小麦粉、卵B、牛乳、砂糖、油、柑橘
ジャム、ベーキングパウダー

米、（餅）、豚ひき肉、干し椎茸、人
参、醤油、砂糖、オイスターソース、

ごま油

食パン、りんご、卵A、牛乳、
小麦粉、砂糖、シナモン、

バニラエッセンス

さつまいも、はちみつ、砂糖、レモン
汁、油

15日 16日 17日 18日 19日

オレンジヨーグルトフレンチ 新じゃがフライ 藤の花おにぎり カルピス白玉 冷凍パイン

食パン、ヨーグルト、オレンジジュー
ス、卵B、柑橘類、砂糖

新じゃがいも、小麦粉、米粉、パン
粉、パセリ、塩

米、もち米、黒大豆、梅干し
黒ごま、塩

白玉粉、米粉、豆腐、カルピス、砂糖 パイナップル缶

22日 23日 24日 25日 26日

抹茶ケーキ マカロニきなこ・おせんべい がんづき ゆかりじゃこおにぎり チーズ蒸しパン

小麦粉、卵B、牛乳、
砂糖、油、抹茶、

ベーキングパウダー

マカロニ、きなこ、砂糖、塩、おせん
べい

小麦粉、黒糖、牛乳、卵B、酢、
はちみつ、油、重曹、黒ごま

米、ゆかり、じゃこ、白ごま、塩 小麦粉、卵B、牛乳、砂糖、油、チーズ

29日 30日 31日

メロンパン風トースト ツナマヨにぎり いちごケーキ

食パン、小麦粉、砂糖、バター
米、ツナ、マヨネーズ、チーズ、

パセリ、塩、醤油
コショー、（じゃが芋）

いちご、小麦粉、卵B、牛乳、砂糖、
油、ベーキングパウダー

【表記について】
＊おやつには、そば、牛肉、カニ、あわび、いくら、キウイ、ナッツ類、ゼラチン、松
茸、マーガリンは使用いたしません。
＊醤油の原材料には大豆、小麦を含みます。また、お煎餅の原材料には醤油を含みます。
＊食パン・コッペパンの原材料には卵・小麦・乳製品を含みます。
＊麩の原材料には小麦を含みます。
＊卵Aは卵20g以上使用、卵Bは20g未満、卵Cは食材の原材料として使用します。全て
完全加熱し提供します。

５月おやつ使用食材一覧表　Dコース


