
10時のおやつ 10時のおやつ

（3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児 （3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児

かき玉うどん ゆでうどん 若鶏もも ほうれんそう エネルギー 489 Kcal 540 Kcal ひき肉カレー 精白米 ぶたひき肉 たまねぎ エネルギー 483 Kcal 525 Kcal

かぼちゃの煮物 片栗粉 なると 長ねぎ おから たんぱく質 16.5ｇ 16.9ｇ キャベツとハムのサラダ 有塩バター ロースハム にんじん みかん たんぱく質 15.1ｇ 15.4ｇ

茹でブロッコリー 三温糖 鶏卵 にんじん スコーン 脂  質 17.0 ｇ 17.3 ｇ わかめとコーンのスープ 調合油 ヨーグルト さやいんげん ヨーグルト 脂  質 15.1 ｇ 15.2 ｇ

果物 薄力粉 削り節 生しいたけ 果物 マヨネーズ キャベツ

砂糖 おから かぼちゃ 牛乳 三温糖 きゅうり おせんべい

無塩バター くだもの せんべい くだもの

ツナピラフ 精白米 まぐろ油漬缶詰(白) たまねぎ エネルギー 555 Kcal 618 Kcal 玄米ご飯 精白米 はんぺん ほうれんそう エネルギー 485 Kcal 540 Kcal

ポテトサラダ 有塩バター ロースハム にんじん ジャムサンド たんぱく質 16.3ｇ 16.9ｇ はんぺんチーズフライ 玄米 切れてるチーズ にんじん フライド たんぱく質 15.8ｇ 16.5ｇ

チンゲン菜とベーコンのスープ 調合油 ベーコン チンゲンサイ 脂  質 18.4 ｇ 19.1 ｇ ほうれん草の磯和え 薄力粉 鶏卵 焼きのり おさつ 脂  質 16.5 ｇ 16.8 ｇ

果物 じゃがいも マッシュルーム 牛乳 ミニトマト パン粉 淡色辛みそ ミニトマト

マヨネーズ きゅうり 大根とえのきの味噌汁 調合油 だいこん 牛乳

食パン くだもの さつまいも えのきたけ

三色丼 精白米 鶏ひき肉 ほうれんそう エネルギー 541 Kcal 576 Kcal ハンバーガー コッペパン ぶたひき肉 たまねぎ エネルギー 499 Kcal 554 Kcal

ツナじゃが 押麦 鶏卵 たまねぎ 肉まん たんぱく質 22.1ｇ 23.3ｇ 白菜とほうれん草のサラダ ソフトマーガリン 鶏卵 にんじん 五平もち たんぱく質 17.6ｇ 18.8ｇ

豆腐となめこの味噌汁 三温糖 かつお油漬缶詰 にんじん 脂  質 13.1 ｇ 12.1 ｇ かぶとしめじの豆乳スープ 調合油 豆乳 きゅうり 脂  質 18.7 ｇ 19.7 ｇ

果物 いりごま 木綿豆腐 なめこ ヨーグルト 果物 パン粉 淡色辛みそ ほうれんそう 麦茶

じゃがいも 淡色辛みそ 長ねぎ ドリンク 三温糖 はくさい

ドリンクヨーグルト くだもの 有塩バター くだもの

ふりかけご飯 精白米 ぎんざけ 切干しだいこん エネルギー 476 Kcal 531 Kcal ご飯 精白米 さば しょうが エネルギー 532 Kcal 583 Kcal

さけの照焼き 調合油 さつま揚げ にんじん 焼きそば たんぱく質 19.9ｇ 21.7ｇ さばの香味焼き さといも 油揚げ 長ねぎ ホットドック たんぱく質 21.5ｇ 23.1ｇ

切り干し大根煮 三温糖 油揚げ さやいんげん 脂  質 16.5 ｇ 17.0 ｇ 里芋の煮付 三温糖 淡色辛みそ にんじん 脂  質 21.8 ｇ 22.4 ｇ

白菜と油揚げの味噌汁 中華めん 淡色辛みそ はくさい 牛乳 きゅうりのゆかりあえ ロールパン ウインナーソーセージ さやいんげん 牛乳

ぶたもも キャベツ キャベツと油揚げの味噌汁 ソフトマーガリン きゅうり

りょくとうもやし 果物 くだもの

焼き肉丼 精白米 ぶたロース たまねぎ エネルギー 520 Kcal 568 Kcal たけのこご飯 精白米 油揚げ ゆでたけのこ エネルギー 549 Kcal 616 Kcal

キャベツおかか和え 押麦 かつお節 赤ピーマン アップルパイ たんぱく質 19.1ｇ 20.1ｇ 鶏肉の唐揚げ 三温糖 若鶏もも しょうが フレンチ たんぱく質 22.1 ｇ 24.2 ｇ

きのこ汁 調合油 油揚げ 青ピーマン 脂  質 18.9 ｇ 19.8 ｇ 小松菜とハムのチーズ和え 片栗粉 ロースハム にんにく トースト 脂  質 21.7 ｇ 23.3 ｇ

ミニゼリー 三温糖 にんじん 牛乳 豆腐とわかめのすまし汁 調合油 プロセスチーズ こまつな

片栗粉 キャベツ 果物 食パン 木綿豆腐 にんじん 牛乳

ゼリー りんご 有塩バター 削り節 くだもの

ロールパン ロールパン 若鶏もも にんにく エネルギー 474 Kcal 526 Kcal 親子丼 精白米 若鶏もも たまねぎ エネルギー 517 Kcal 568 Kcal

タンドリーチキン 調合油 プレーンヨーグルト たまねぎ かっぱ巻き たんぱく質 18.0ｇ 19.2ｇ キャベツとハムのサラダ 三温糖 鶏卵 にんじん かぼちゃ たんぱく質 19.4 ｇ 20.8 ｇ

ブロッコリーの和風ドレッシングサラダ 三温糖 生クリーム ブロッコリー 脂  質 19.1 ｇ 20.2 ｇ 豆腐とわかめの味噌汁 マヨネーズ ロースハム 生しいたけ 蒸しパン 脂  質 17.0 ｇ 17.5 ｇ

かぼちゃのポタージュ 有塩バター 赤ピーマン 麦茶 果物 木綿豆腐 きざみのり

果物 精白米 かぼちゃ 淡色辛みそ キャベツ 牛乳

砂糖 くだもの くだもの

チーズパン チーズパン まがれい パセリ エネルギー 475 Kcal 527 Kcal

カレイのピカタ 薄力粉 鶏卵 きゅうり かっぱ巻き たんぱく質 18.7 ｇ 20.1 ｇ

豆乳 ブロッコリーの和風ドレッシングサラダ 三温糖 生クリーム ブロッコリー 脂  質 12.5 ｇ 12.0 ｇ

かぼちゃのポタージュ 調合油 赤ピーマン 麦茶

果物 有塩バター かぼちゃ

精白米 くだもの

ご飯 精白米 めかじき しょうが エネルギー 476 Kcal 519 Kcal

かじきの甘辛しょうが焼き 薄力粉 しらす干し きゅうり シュガー たんぱく質 19.9ｇ 21.5ｇ

牛乳 きゅうりとわかめの酢の物 調合油 鶏卵 えのきたけ トースト 脂  質 14.3 ｇ 14.0 ｇ

ミニトマト 三温糖 淡色辛みそ ミニトマト

にらとたまごの味噌汁 いりごま にら 牛乳

果物 食パン くだもの

和風きのこスパゲティー スパゲティ ベーコン たまねぎ エネルギー 532 Kcal 578 Kcal

フレンチサラダ オリーブ油 ロースハム にんじん おかか たんぱく質 17.4ｇ 17.6ｇ

じゃがいもとコーンのスープ 有塩バター かつお節 まいたけ おにぎり 脂  質 14.9 ｇ 14.5 ｇ

ヨーグルト 調合油 えのきたけ

三温糖 黄ピーマン 麦茶

じゃがいも にんにく

栄 養 価

※材料の都合により、変更することがあります。
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4月の旬の食材

春キャベツ ブロッコリー

アスパラガス たけのこ

グリーンピース さやえんどう

いちご でこぽん さわら しらす

ご入園・ご進級

おめでとうございます♪

給食室では、『生きる力』を目標にし、

子どもたちの健やかな心身と豊かな人間性の育ちを願って、食事の時間を大事に

しています。

毎日の食事や季節の行事に結びついた食文化を通じて、『健康なからだ・豊か

なこころ』を育み、共に食卓を囲む楽しさ、食事時のマナーなども伝えていきま

す。また、月齢などによってできる内容が違いますが、野菜の栽培や調理保育な

どを通して食育を楽しみたいと思います。

◎毎日その日の給食・午後のおやつを玄関の外側に

展示しているので、お迎えの際には是非ご覧ください。

◎献立は材料や業者の都合により、変更になる場合がありますので

ご了承ください。(※変更した際は、展示の掲示にてお知らせをします。)

◎食事に関する質問などありましたらお気軽にお声をお掛けください。

目標 今月 目標 今月
エネルギー 467kcal 512kcal 548kcal 583kcal
たんぱく質 17.5g 18.3g 20.5g 20.6g

脂質 14.5g 16.9g 17.0g 18.1g

幼児(3～5歳児)乳児(1～2歳児)


