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※園の行事などで献立が入れ替わることがあります。

※食材の関係で献立が変わることがあります。

【栄養目標量:以上児】 【今月の平均】

エネルギー　　560kｃａｌ　　 564kcal

たんぱく質　　　21.0ｇ　　　 22.5ｇ

脂質　　　　　　16.0ｇ　　　 15.7ｇ
　たんじょうびかい 　こどもがよろこぶメニュー 　　「まごわやさしい」こんだて 塩分　　　　　　2.5ｇ　　　　 2.5g

みんなで たのしく おいしく きゅうしょくをたべてもらえることを ねがっています。

だいこん、にんじん、きゅうり、え
のきたけ

ミルク、バームクーヘン

ミルク、せんべい

スパゲティミートソース、かきたま
じる、とりのからあげ、コールス
ローサラダ、いちご

こんねんども よろしくおねがいします。

ブルーベリーヨーグルト、ビスケッ
ト

ミルク、コーンフレーク

クリームのせプリン

ぎゅうにゅう、せんべい

ミルク、フライドポテト

のむヨーグルト、アスパラガスビス
ケット

ごはん、だいこんとえのきのみそし
る、ささみチーズカツ、マカロニサ
ラダ

こめ、むぎ、マカロニ、あぶら、マ
ヨネーズ

ミルク、みそ、あぶらあげ、チー
ズ、ぎゅうにゅう

おやつ

ミルク、アメリカンドッグ

ミルク、きなこむしぱん

牛乳、ビスケット

むぎちゃ、やきそば

こ　　ん　　だ　　て　　ひ　　ょ　　う

2021ねん04がつ

ひづけ こんだて
ざいりょうめい

スパゲティー、あぶら、さとう
とりのからあげ、ぶたひきにく、た
まご、ミルク、こなチーズ、ぎゅう
にゅう

たまねぎ、キャベツ、いちご、にん
じん、コーン、マッシュルーム、グ
リーンアスパラガス、トマト

ごはん、もやしとあぶらあげのみそ
しる、ぶたにくのしょうがやき（こ
まバージョン）、ごまマヨネーズあ
え

こめ、むぎ、さとう、マヨネーズ、
ごま、あぶら

ミルク、あましょく

ミルク、フレンチトースト

アメリカンドッグ、ぶたにく、ミル
ク、みそ、ちくわ、あぶらあげ、
ぎゅうにゅう

キャベツ、もやし、たまねぎ、しめ
じ、きゅうり、にんじん、しょうが

カレーライス、むぎちゃ、はるさめ
サラダ、いちご

こめ、じゃがいも、むぎ、はるさ
め、さとう、あぶら、ごまあぶら

ミルク、ぶたひきにく、ぎゅうにゅ
う、ハム、たまご、きなこ、むえん
バター

たまねぎ、いちご、きゅうり、キャ
ベツ、にんじん、ピーマン、ふくじ
んづけ

ぎゅうにゅう、ウインナー、みそ、
あぶらあげ

バナナ、キャベツ、もやし、えのき
たけ、たまねぎ、にんじん、しおこ
んぶ

しょくパン（ジ・ピ）、やさいスー
プ、とりにくのたったあげ、サラス
パサラダ

しょくパン、やきそばめん、じゃが
いも、かたくりこ、バターピーナッ
ツ、マヨネーズ、あぶら

とりにく、ぶたにく、ハム、ぎゅう
にゅう

キャベツ、きゅうり、たまねぎ、
コーン、いちごジャム、グリーンア
スパラガス、ピーマン、にんじん、
しょうが

わかめごはん、えのきとたまねぎの
みそしる、ボイルウインナー、キャ
ベツのこんぶあえ、バナナ

こめ、むぎ

ふりかけごはん、とうふとわかめの
みそしる、あつやきたまご、じゃが
いものそぼろに

こめ、じゃがいも、むぎ、あぶら、
さとう、かたくりこ

たまご、とうふ、ぶたひきにく、み
そ、ミルク、あぶらあげ、ぎゅう
にゅう

たまねぎ、わかめ、にんじん、グリ
ンピース、ねぎ

ごはん、だいこんととえのきのみそ
しる、さけのパンこやき、ちくぜん
に、オレンジ

こめ、むぎ、さとう、あぶら、パン
こ

さけ、とりにく、ミルク、みそ、あ
ぶらあげ、こなチーズ、ぎゅうにゅ
う

オレンジ、バナナ、こんにゃく、だ
いこん、にんじん、たけのこ、しい
たけ、ごぼう、えのきたけ、グリン
ピース、にんにく

バナナヨーグルト、サブレ

こめ、じゃがいも、むぎ、パンこ、
マヨネーズ、あぶら、かたくりこ、
さとう

ぶたひきにく、たまご、ミルク、
ぎゅうにゅう

たまねぎ、ブロッコリー、にんじ
ん、にら

マーボーどん、えのきとたまねぎの
みそしる、はるきゃべつのおひた
し、バナナ

こめ、しょくパン、むぎ、さとう、
あぶら、かたくりこ、ごまあぶら

とうふ、ぶたひきにく、たまご、ミ
ルク、みそ、ぎゅうにゅう、かつお
ぶし

バナナ、キャベツ、えのきたけ、
きゅうり、ねぎ、たまねぎ、にんじ
ん、しいたけ、グリンピース、にら

ごはん、にらたまじる、ハンバー
グ、ポテトサラダ

ミルク、かりんとう

ふりかけごはん、なめこじる、
シューマイ、キャベツとにんじんの
ごまあえ、オレンジ

こめ、むぎ、ごま、さとう
シューマイ、とうふ、みそ、ぎゅう
にゅう

オレンジ、キャベツ、なめこ、にん
じん、ねぎ

きつねうどん、むぎちゃ、メンチカ
ツ、こまつなともやしのおひたし

うどん、コッペパン、あぶら、さと
う、ごま

メンチカツ、あぶらあげ、かつおぶ
し、ぎゅうにゅう

こまつな、もやし、はくさい、にん
じん、ねぎ

ぎゅうにゅう、せんべい

ミルク・スティックパン

ごはん、ごもくスープ、チンジャオ
ロース、シューマイ

こめ、むぎ、さとう、はるさめ、あ
ぶら、ごまあぶら、グラニュ－糖

ぶたにく、シューマイ、ミルク、な
ると、ぎゅうにゅう

みかん、もやし、たけのこ、にんじ
ん、ピーマン、チンゲンサイ、しょ
うが

ごはん、とんじる、さわらのさい
きょうやき、きりぼしだいこんのう
まに（ごまいり）、オレンジ

こめ、マカロニ、じゃがいも、さと
う、むぎ、あぶら、ごまあぶら、ご
ま

さわら、ミルク、みそ、とうふ、ぶ
たにく、あぶらあげ、きなこ、ぎゅ
うにゅう

オレンジ、にんじん、だいこん、し
いたけ、ねぎ、しょうが、きりぼし
だいこん

ミルク、マカロニあべかわ

みかんヨーグルト、サブレ

ごはん、もやしとあぶらあげのみそ
しる、ぶたにくのしょうがやき（こ
まバージョン）、ごまマヨネーズあ
え

こめ、しょくパン、むぎ、さとう、
マヨネーズ、ごま、あぶら

ぶたにく、ミルク、みそ、ちくわ、
あぶらあげ、ハム、とろけるチー
ズ、ぎゅうにゅう

キャベツ、もやし、たまねぎ、しめ
じ、きゅうり、わかめ、にんじん、
ピーマン、コーン、しょうが

ミルク、カステラ

ミルク、ピザトースト

ごはん、だいこんとえのきのみそし
る、さけのパンこやき、ちくぜん
に、オレンジ

こめ、むぎ、あぶら、パンこ、さと
う

さけ、とりにく、ミルク、みそ、あ
ぶらあげ、こなチーズ、ぎゅうにゅ
う

オレンジ、こんにゃく、だいこん、にん
じん、たけのこ、しいたけ、ごぼう、え
のきたけ、グリンピース、にんにく

しょくパン（ジ・ピ）、やさいスー
プ、とりにくのたつたあげ、サラス
パサラダ

しょくパン、こめ、じゃがいも、か
たくりこ、バターピーナッツ、マヨ
ネーズ、あぶら

とりにく、ハム、あぶらあげ、ぎゅ
うにゅう

きゅうり、たまねぎ、キャベツ、た
けのこ、コーン、いちごジャム、に
んじん、しいたけ、グリーンアスパ
ラガス、しょうが

あおなごはん、たまねぎとあぶらあ
げのみそしる、ミートボール、キャ
ベツともやしのおひたし、バナナ

こめ、むぎ
ミートボール、みそ、あぶらあげ、
かつおぶし、ぎゅうにゅう

バナナ、キャベツ、たまねぎ、もや
し、こまつな

ぎゅうにゅう、ビスケット

むぎちゃ、たけのこいりまぜごはん

ふりかけごはん、とうふとわかめの
みそしる、あつやきたまご、じゃが
いものそぼろに

こめ、じゃがいも、コーンフレー
ク、むぎ、あぶら、さとう、かたく
りこ

たまご、とうふ、ぶたひきにく、ミ
ルク、みそ、あぶらあげ、ぎゅう
にゅう

たまねぎ、わかめ、にんじん、グリ
ンピース、ねぎ

カレーライス、むぎちゃ、はるさめ
サラダ、バナナ

こめ、じゃがいも、むぎ、はるさ
め、あぶら、さとう、ごまあぶら

ぶたひきにく、ミルク、ハム、ぎゅ
うにゅう

バナナ、たまねぎ、きゅうり、キャ
ベツ、にんじん、ピーマン、ブルー
ベリージャム、ふくじんづけ

ごはん、とんじる、さわらのさい
きょうやき、きりぼしだいこんのう
まに（ごまいり）、オレンジ

こめ、じゃがいも、さとう、むぎ、
あぶら、ごまあぶら、ごま

さわら、たまご、みそ、とうふ、ぶ
たにく、あぶらあげ、ミルク、ホ
イップクリーム、ぎゅうにゅう

オレンジ、にんじん、だいこん、し
いたけ、ねぎ、しょうが、きりぼし
だいこん

なっとうごはん、とうふとわかめの
みそしる、ボイルウインナー、ブ
ロッコリーのごまあえ、オレンジ

こめ、むぎ、ごま、さとう
ウインナー、とうふ、なっとう、み
そ、ぎゅうにゅう

オレンジ、ブロッコリー、わかめ、
にんじん

うどん、さとう、あぶら
メンチカツ、ミルク、あぶらあげ、
かつおぶし、ぎゅうにゅう

こまつな、もやし、はくさい、にん
じん、ねぎ

マーボーどん、えのきとたまねぎの
みそしる、はるきゃべつのおひた
し、バナナ

こめ、さとう、むぎ、あぶら、かた
くりこ、くろごま、ごまあぶら

とうふ、ぶたひきにく、ミルク、み
そ、ぎゅうにゅう、かつおぶし

バナナ、キャベツ、えのきたけ、
きゅうり、ねぎ、たまねぎ、にんじ
ん、しいたけ、グリンピース、にら

きつねうどん、むぎちゃ、メンチカ
ツ、こまつなともやしのおひたし


