
 

 寒暖差も少しずつ和らぎ、木々の緑がひときわ鮮やかに
なってきました。入園や進級をして 1 ヶ月が経ち、新しい生
活にも少しずつ慣れ、給食の時間も楽しめるようになってき
た頃かと思います。 
5 月は長い連休があり、おうちで過ごす時間が多くなると

思います。連休中も規則正しい生活やバランスの良い食事を
心掛けていきましょう。 
また、帰宅後や食事の前の手洗いを徹底して行い、毎日を

元気に過ごせるように、引き続き感染症予防に努めていきま
しょう。 

５
月
の
給
食
だ
よ
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・食器の並べ方、姿勢に気をつけよう。 

・いろいろな食材に慣れよう。 

 端午の節句は、男の子の節句として親

しまれています。もともとは古代中国の

菖蒲を使った邪気払い行事が起源で、奈

良時代にこの行事が伝来したといわれま

す。一説によると、菖蒲が「尚武」「勝

負」に通じることから、男の子の成長を

祈願する行事となったそうです。 

 端午の節句ではいくつかのならわしが

あり、一般的には、菖蒲湯に入る・柏餅

を食べる・ちまきを食べる・鯉のぼりや

鎧兜を飾るなどがあります。 

食事のマナーのポイント 

 
①正しい位置に食器を並べる 
お茶碗（ご飯）は左、お椀（汁物）は右 
②食事のあいさつ 
食べる前は、「いただきます」 
食べ終えたら、「ごちそうさまでした」 
③姿勢を良くして食べる 
ひじをつかない、背中を伸ばす、両足を床につけるなど 
④正しく食器、箸を持つ 
食器…親指以外の 4 本の指を食器の下に揃え、食器のふちを親指

で軽く押さえるようにして持つ（持てない場合は食器に手
を添える） 

箸…上の箸だけを動かし、箸の先を開くようにして使う 
箸をくわえたり、食べ物を突き刺したりしない 

お魚コロッケ 
【4 個分】 

・すり身 

・玉ねぎ 

・にんじん 

・ピーマン 

・ごぼう 

・きくらげ 

・卵 

・パン粉 

・揚げ油 

200ｇ 
70ｇ 
30ｇ 
20ｇ 
25ｇ 
2ｇ 
1 個 
適量 
適量 

【作り方】 
①野菜をみじん切りにする。 

 きくらげは水で戻し、細かく切る。 

②すり身、卵、①を混ぜ合わせる。 

（醤油やみりんを少々入れても良い） 

③パン粉を付け、形を整えて揚げる。 

 

端午の節句 
 

令和 4年 5月 

三玉保育園 給食室 

月 火 水 木 金 土
2 3 4 5 6 7

朝おやつ クッキー 牛乳 クラッカー 牛乳 せんべい 牛乳 

イタリアンオムレツ ビーフシチュー 和風スパゲッティー
コンソメスープ スパゲティーサラダ フルーツ
添え野菜 フルーツ
*キャンディーチーズ *コンソメスープ

マカロニあべかわ マーマレードケーキ
ミルク ミルク

9 10 11 12 13 14
朝おやつ ボーロ 牛乳 ウエハース 牛乳 かりんとう 牛乳 クッキー 牛乳 ボーロ 牛乳 クラッカー 牛乳 

魚と野菜の煮つけ きびなごの照り煮 鶏肉のマーマレード焼き メンチカツ タコライス
豆腐汁 お吸い物 コンソメスープ 味噌汁 コンソメスープ
フルーツ ごま和え コーンサラダ カレーマヨサラダ
*ひきわり納豆 *ひきわり納豆 *フルーツ *キャンディーチーズ

マドレーヌ アイスボックスクッキー パインケーキ 味噌まんじゅう ピザトースト
ミルク 牛乳 ミルク 玄米茶 牛乳

16 17 18 19 20 21
朝おやつ ウエハース 牛乳 ビスケット 牛乳 ボーロ 牛乳 かりんとう 牛乳 せんべい 牛乳 クッキー 牛乳 

チキンカツ 魚のムニエル 切干大根煮 手作りがんもどき ピラフ
春雨スープ 豆腐汁 ししゃも 味噌汁 わかめスープ
甘酢和え 納豆和え かき玉汁 塩昆布和え
*ひきわり納豆 *フルーツ フルーツ *フルーツ

*キャンディーチーズ

にんじんスコーン ハムマヨトースト みかんゼリー 誕生ケーキ 型抜きクッキー
牛乳 ミルク かみかみ昆布 牛乳 ミルク

23 24 25 26 27 28
朝おやつ ビスケット 牛乳 せんべい 牛乳 ボーロ 牛乳 ウエハース 牛乳 クラッカー 牛乳 かりんとう 牛乳 

魚のコーンマヨ焼き ミートボール 麻婆豆腐 野菜のうま煮 お魚コロッケ 豚丼
豆腐汁 コンソメスープ 伴三糸 手作りふりかけ 味噌汁 豆腐汁
春雨サラダ ごぼうサラダ フルーツ 酢の物 ごまじゃこサラダ
*フルーツ *キャンディーチーズ *野菜スープ フルーツ *ひきわり納豆

*豆腐汁

うどん麺のかりんとう ヨーグルト 大豆の栄養揚げ オートミールクッキー きなこサンド
ミルク からいりいりこ 牛乳 ミルク 牛乳

30 31
朝おやつ せんべい 牛乳 ビスケット 牛乳 

ポークチャップ 白身魚のプロバンス風
春雨スープ コンソメスープ
ひじきとツナのサラダ ドレッシングサラダ
*フルーツ *キャンディーチーズ

小松菜とチーズの蒸しパン 自分でジャムサンド
ミルク 牛乳

*は未満児添加分

誕生会
♪お楽しみに♬

憲法記念日 みどりの日 こどもの日
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お弁当の日


