
 

 

 

 

 

 

 

 

  新年度のスタートから約１ヶ月。新しい環境に緊張した表情も和らぎ、友達と一緒にい

るだけで嬉しい様子。天気も良いので、なかよし広場での「砂遊び」や「ブランコ・滑り

台」を堪能しています。環境にも慣れ、行動範囲も広がってきましたので、これからます

ます楽しくなりそうです。 

 ゴールデンウィークも始まります。体調に気をつけてお過ごしください。 

 

 

 

お知らせ 

★ 家庭で過ごす日、ゴールデンウィーク中も毎日「けんこうカード」体温や行動履歴

の記入をお願いします。 

★ 先日年長児が作成した「大型鯉のぼり」が蓮華寺池公園にて、4月 17日～5月 5日

までの期間、公園上空を泳いでいます。『泳げ！みんなの鯉のぼり』ぜひご覧くださ

い。 

★ わんぱく広場に新しく「大型遊具」が入りました。5月 6日（木）から使用できま

す。休み明け楽しみに登園してください。 

★ 保護者会からのお知らせです。5月 7日（金）に予定している「保護者会総会」は、

紙面にて行うことと致しました。後日、メールにて資料を送信します。御確認くだ

さい。 

★ 5月 10日から満 3歳児いちご組の教育保育を開始いたします。まだ希望されるお子

様は、園まで御連絡ください。また、未就園児の「ちびっこ開放日」も第 2回目を

5月 26日（水）に開催します。年齢制限はありませんので、友達のお子様と一緒に

遊びにいらしてください。この日は「園内探検・園庭開放」になります。園内をご

覧いただけます。 

★ 満 3歳いちご組の紹介 

  くろやま だいちくん   こばやし とおりくん 

  かわぐちおうたろうくん  すぎうら あさひちゃん  たくさん遊ぼうね！ 

★ 6月の行事予定について・・・裏面の行事予定に記載。保育参観週間につきまして

は、昨年度のように人数制限をします。5月初旬に希望日のアンケートを取らせて

いただきます。 

 

園だより （R３年度 ５月） 
教育目標 明るく素直な子   

こばとこども園  園長 稲葉俊英 

 

 



日 月 火 水 木 金 土

5月2日 3 4 5 6 7 1日・8日

安全の日 2号認定

希望保育

9 10 11 12 13 14 15

鯉のぼりパーティー 2号認定

年中春の遠足 希望保育

親子登降園

16 17 18 19 20 21 22

年長鼓笛 内科検診① 2号認定

親子降園 親子降園 希望保育

学校評価委員会

藤私幼カウンセラー訪問 職員会議

23 24 25 26 27 28 29

坐禅・誕生会 体育遊び（ヤマスポーツ） 2号認定

内科検診② 避難訓練（園児） 希望保育

親子降園

30 31 6月1日 2 3 4 5

年長鼓笛 安全の日 2号認定

法城学園理事会 プール開き 希望保育

青島地区合同引渡し

訓練（午後）

ちびっこ開放日（園

内探検・園庭開放）

＜年中春の遠足＞12（水）

・園児同士、保育教諭との交流を通し、信頼関係

を深めるよう楽しく過ごしてきます。詳細は後日

配付します。

・この日は、全園児お弁当（リュックサック登

園・親子登降園

朝・・・8：30～8：50までに

　　　　年中は8：45までに登園完了

帰り・・徒歩、自転車14：00～14：10

　　　　自動車は、14：10～14：20

＜鯉のぼりパーティー＞14（金）

・各クラスで「端午の節句」をお祝いします。給

食が特別メニューになります。

＜青島地区合同引渡し訓練＞17（月）

・青島地区幼保こ小中合同で引渡し訓練を行いま

す。午後からになりますので、保護者様の参加を

お願いします。詳細は後日配付。

＜内科検診午後①②＞20・27（木）

・今年度は２回に分けて行うこととなりました。

詳細は「ほけんだより」にて御確認ください。両

日親子降園です。

＜ちびっこ開放日園内探検と園庭開放＞26（水）

未就園児のお子様と保護者様、遊びにいらしてく

ださい。

6月の予定

・1日プール開き

・7日衣替え

・15，16，18日保育参観週間

・17日歯科検診（午前中）

・23日交通教室

・29日坐禅・誕生会

その他お知らせ

5　月　の　行　事　予　定

憲法記念日 みどりの日 こどもの日

リズム

リズム

お弁当

お弁当

リズム

リズム



こばとこども園

3 4 5 6 7
白ライス 焼きそば

ヒレカツ 餃子

青菜ソテー ブロッコリーのツナマヨサラダ

五目豆 バナナ

ミニゼリー(青りんご)

みそ汁（わかめと玉ねぎ）

10 11 12 お弁当の日 13 14 ☆こいのぼりパーティ☆

白ライス ふりかけごはん(のりかつお) 白ライス チキンライス

チキンカツ 白身魚のケチャップソース チキンのクリーム煮 こいのぼりハンバーグ

野菜カレー炒め 青菜胡麻和え 星型ポテト 野菜の甘辛炒め

ブロッコリーのサラダ ひじきの煮物 きゅうりとわかめのサラダ ブロッコリーのマヨ和え

ミニゼリー(ストロベリー) パイン缶 フルーツ(もも) オレンジゼリー

みそ汁(小松菜と豆腐) みそ汁(キャベツと玉ねぎ) 野菜スープ みそ汁（小松菜と油揚げ）

17 18 19 20 21 お弁当の日
白ライス 豚丼 わかめごはん 白ライス

かつ煮 春雨サラダ エビカツ 鮭のちゃんちゃん焼き

海苔入り玉子焼き パイン缶 アスパラ炒め しゅうまい

青菜おひたし みそ汁（小松菜としめじ） お豆サラダ ブロッコリーの胡麻和え

ミニゼリー(グレープ) ミニゼリー(青りんご) フルーツ(みかん）

みそ汁（わかめとえのき） みそ汁(キャベツと人参) みそ汁（玉ねぎと油あげ）

24 25 26 27 28
白ライス ロールパン 白ライス 白ライス 白ライス

あじのなめろう磯辺揚げ クリームシチュー 豚肉のケチャップ炒め さばの蒲焼風 ささみフライ

和風マカロニ炒め 星オムレツ エビフライ 金平ごぼう スパゲティナポリタン

人参ときゅうりのサラダ ブロッコリーのツナ和え 蒸し鶏のサラダ 小松菜と油揚げの煮浸し 海藻サラダ

ミニゼリー(ストロベリー) バナナ フルーツ(もも) さつまいも甘煮 ミニゼリー(青りんご)

みそ汁（豆腐とわかめ） みそ汁（小松菜と人参） みそ汁(キャベツと玉ねぎ) 野菜スープ

31
白ライス

肉団子のトマト煮

野菜コロッケ

ブロッコリーとコーンのソテー

ぶどうゼリー

みそ汁（豆腐とわかめ）

こめやフードサービスみのりキッチン

令和3年 5月　献　立　表
月 火 水 木 金



こばと(3才以上児)

日付 給食
からだの血や肉にな

るもの
からだの熱や力にな

るもの
体の調子をととのえる

もの
その他

ｴﾈﾙｷﾞｰ
たんぱく

質

6(木)

白ライス,ヒレカツ,青菜ソテー,五
目豆,ミニゼリー(青りんご),みそ
汁（わかめと玉ねぎ）

ヒレカツ,蒸し鶏ほぐ
し,水煮大豆

めし･陸稲･精白米,
油,砂糖,ミニゼリー

小松菜,コーン,むき玉葱,
れんこん水煮スライス,た
けのこいちょう,こんにゃく,
にんじん,カットわかめ,たま
ねぎ

ケチャップ,チキンコンソ
メ,塩,しょうゆ,みりん風調
味料,和風だし駿河,赤味
噌,白味噌

419kcal
14.5g
7.9g
2.4g

7(金)

焼きそば,餃子,ブロッコリーのツ
ナマヨサラダ,バナナ

豚小間,焼き目つき餃
子,ツナ

やきそば,油,ノンエッ
グマヨネーズ

キャベツ,むき玉葱,ピーマ
ンスライス赤,ピーマンスラ
イス緑,ブロッコリー,コーン,
にんじん,バナナ

ソース 395kcal
10.9g
12.5g
2.7g

10(月)

白ライス,チキンカツ,野菜カレー
炒め,ブロッコリーのサラダ,ミニ
ゼリー(ストロベリー),みそ汁(小
松菜と豆腐)

チキンカツ,ウイン
ナースライス,冷凍豆
腐

めし･陸稲･精白米,
油,ミニゼリー

むき玉葱,たけのこ千切り,
ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ(ｸﾞﾘ-ﾝ),ピーマン
スライス赤,ブロッコリー,に
んじん,コーン,小松菜

ソース,カレー粉,塩,チキ
ンコンソメ,和風ドレッシン
グ,赤味噌,白味噌,和風
だし駿河

437kcal
15.2g
11.3g
2.3g

11(火)

ふりかけごはん(のりかつお),白
身魚のケチャップソース,青菜胡
麻和え,ひじきの煮物,パイン缶,
みそ汁(キャベツと玉ねぎ)

骨なしホキ20g,刻み
揚げ

めし･陸稲･精白米,か
たくり粉,油,すりごま,
砂糖

小松菜,にんじん,えのきた
け水煮,芽ひじき,たけのこ
千切り,むき枝豆・冷凍,ﾊﾟｲ
ﾅｯﾌﾟﾙ(缶詰),キャベツ,たま
ねぎ,冷凍しめじ

ふりかけ(のりかつお),ケ
チャップ,ソース,和風だし
駿河,しょうゆ,赤味噌,白
味噌

393kcal
13.2g
9.4g
2.4g

13(木)

白ライス,チキンのクリーム煮,星
型ポテト,きゅうりとわかめのサ
ラダ,フルーツ(もも),野菜スープ

鶏もも開き40ｇ めし･陸稲･精白米,
油,北海道星型ポテト

ダイスたまねぎ,にんじん,
グリンピース,きゅうり,カット
わかめ,ダイスカット黄桃
缶,キャベツ,たまねぎ

SBシチューフレークN
ホワイト,チキンコンソメ,
塩,和風ドレッシング,しょ
うゆ

450kcal
12.7g
14.9g
2.1g

14(金)

チキンライス,こいのぼりハン
バーグ,野菜の甘辛炒め,ブロッ
コリーのマヨ和え,オレンジゼ
リー,みそ汁（小松菜と油揚げ）

FM鯉のぼり型ハン
バーグ40g,刻み揚げ

ごはん,シューストリング
ポテト,油,砂糖,ごま油,ノ
ンエッグマヨネーズ,ゼ
リー(オレンジ)

にんじん,ピーマンスライス
緑,ブロッコリー,コーン,小
松菜,たまねぎ

チキンライス,しょうゆ,赤
味噌,白味噌,和風だし駿
河

554kcal
14.1g
16.0g
2.7g

17(月)

白ライス,かつ煮,海苔入り玉子
焼き,青菜おひたし,ミニゼリー
(グレープ),みそ汁（わかめとえ
のき）

ヒレカツ めし･陸稲･精白米,
油,砂糖,ミニゼリー

むき玉葱,干ししいたけ,た
けのこ千切り,グリンピー
ス,小松菜,にんじん,カット
わかめ,えのきたけ水煮

和風だし駿河,しょうゆ,み
りん風調味料,海苔入り
玉子焼き,赤味噌,白味噌

405kcal
13.3g
8.4g
2.3g

18(火)

豚丼,春雨サラダ,パイン缶,みそ
汁（小松菜としめじ）

豚小間,蒸し鶏ほぐし めし･陸稲･精白米,
油,砂糖,はるさめ

むき玉葱,ピーマンスライ
ス緑,にんじん,キャベツ,
きゅうり,ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(缶詰),
小松菜,冷凍しめじ,たまね
ぎ

しょうゆ,塩,みりん風調味
料,和風ドレッシング,赤味
噌,白味噌,和風だし駿河

406kcal
15.2g
9.4g
2.3g

19(水)

わかめごはん,エビカツ,アスパ
ラ炒め,お豆サラダ,ミニゼリー
(青りんご),みそ汁(キャベツと人
参)

えびかつ30g,ソー
セージスライス,水煮
大豆

めし･陸稲･精白米,
油,ノンエッグマヨネー
ズ,ミニゼリー

わかめごはんの素,ｱｽﾊﾟﾗ
ｶﾞｽ(ｸﾞﾘ-ﾝ),むき玉葱,コー
ン,むき枝豆・冷凍,キャベ
ツ,にんじん

ソース,塩,チキンコンソメ,
赤味噌,白味噌,和風だし
駿河

439kcal
14.7g
11.4g
2.9g

20(木)

白ライス,鮭のちゃんちゃん焼き,
しゅうまい,ブロッコリーの胡麻
和え,フルーツ(みかん）,みそ汁
（玉ねぎと油あげ）

さけ20ｇ,しゅうまい16
ｇ,刻み揚げ

めし･陸稲･精白米,
油,砂糖,すりごま

キャベツ,むき玉葱,にんじ
ん,ブロッコリー,みかん缶,
小松菜,たまねぎ

塩,赤味噌,和風だし駿河,
しょうゆ,みりん風調味料,
しょうゆ（うすくち）,白味
噌

381kcal
15.3g
8.9g
2.4g

24(月)

白ライス,あじのなめろう磯辺揚げ,
和風マカロニ炒め,人参ときゅうりの
サラダ,ミニゼリー(ストロベリー),み
そ汁（豆腐とわかめ）

あじなめろう磯辺揚
げ,豚ひき肉,ツナ,冷
凍豆腐

めし･陸稲･精白米,
油,マカロニ,砂糖,ミニ
ゼリー

小松菜,むき玉葱,ぶなしめ
じ,にんじん,きゅうり,カット
わかめ,たまねぎ

ソース,しょうゆ,塩,和風だ
し駿河,和風ドレッシング,
赤味噌,白味噌

449kcal
12.4g
11.5g
2.3g

25(火)
ロールパン,クリームシチュー,星
オムレツ,ブロッコリーのツナ和
え,バナナ

鶏肉,星型プレーンオ
ムレツ,ツナ

ロールパン･３０ｇ,チ
ルドポテト,油

むき玉葱,にんじん,ブロッ
コリー,バナナ

SBシチューフレークN
ホワイト,水,ケチャップ,和
風ドレッシング

480kcal
17.7g
16.1g
3.2g

26(水)

白ライス,豚肉のケチャップ炒
め,エビフライ,蒸し鶏のサラダ,フ
ルーツ(もも),みそ汁（小松菜と
人参）

豚小間,無頭エビフラ
イM,蒸し鶏ほぐし

めし･陸稲･精白米,油 むき玉葱,たけのこ千切り,
ピーマンスライス緑,干しし
いたけ,キャベツ,にんじん,
コーン,ダイスカット黄桃缶,
小松菜,たまねぎ

ケチャップ,チキンコンソ
メ,塩,中華ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｾﾊﾟ
ﾚｰﾄ,赤味噌,白味噌,和風
だし駿河

450kcal
16.5g
12.9g
2.3g

27(木)

白ライス,さばの蒲焼風,金平ごぼう,
小松菜と油揚げの煮浸し,さつまい
も甘煮,みそ汁(キャベツと玉ねぎ)

骨なしさば切り身30g,
豚ひき肉,刻み揚げ

めし･陸稲･精白米,か
たくり粉,サラダ油,砂
糖

千切りごぼう,にんじん,突
きこんにゃく,小松菜,キャ
ベツ,たまねぎ,冷凍しめじ

しょうゆ,和風だし駿河,み
りん風調味料,さつまいも
甘露煮,赤味噌,白味噌

486kcal
15.9g
12.8g
2.3g

28(金)

白ライス,ささみフライ,スパゲ
ティナポリタン,海藻サラダ,ミニ
ゼリー(青りんご),野菜スープ

ささみフライ30g めし･陸稲･精白米,
油,ミニスパゲッティ,ミ
ニゼリー

むき玉葱,ピーマンスライ
ス緑,マッシュルーム,カット
トマト,カットわかめ,キャベ
ツ,コーン,きゅうり,にんじ
ん,小松菜,たまねぎ

ソース,ケチャップ,塩,チキ
ンコンソメ,和風ドレッシン
グ,しょうゆ

426kcal
11.1g
9.5g
2.0g

31(月)

白ライス,肉団子のトマト煮,野菜
コロッケ,ブロッコリーとコーンの
ソテー,ぶどうゼリー,みそ汁（豆
腐とわかめ）

肉団子,冷凍豆腐 めし･陸稲･精白米,
油,砂糖,野菜コロッケ,
ぶどうゼリー

ダイスたまねぎ,カットトマ
ト,グリンピース,ブロッコ
リー,コーン,にんじん,むき
玉葱,カットわかめ

ケチャップ,チキンコンソ
メ,塩,ソース,赤味噌,白味
噌,和風だし駿河

483kcal
13.1g
16.1g
2.2g

月平均栄養価　　　エネルギー   441kcal　　　たんぱく質   14.1g　　　脂質   11.8g　　　食塩相当量   2.4g

令和3年 5月     こんだてひょう
こめやフードサービスみのりキッチン


