
　 　　　

　　

　　　

給食だより ４月



日 曜 ひよこ・りす・うさぎ組

午前おやつ 主食 昼食 午後おやつ

1 金 クリームせんべい ご飯
カレイの竜田揚げ　フライドおさつ
にらの味噌汁　バナナ

いちご蒸しパン
牛乳

かれい　高野豆腐　油揚げ　牛乳 ご飯　片栗粉　油　さつまいも
砂糖　小麦粉　ベーキングパウダー

もやし　にら　バナナ　いちご

2 土 せんべい ご飯
家常豆腐　切干大根サラダ
オレンジ

お菓子
牛乳

豚肉　生揚げ　ツナ　牛乳 ご飯　砂糖　片栗粉 キャベツ　にんじん　たけのこ
ピーマン　黄ピーマン　生姜
切干大根　きゅうり　のり
オレンジ

4 月 甘辛せんべい ご飯
赤魚のそぼろあんかけ　ひじきサラダ
すまし汁　バナナ

アップルパイ風
牛乳

赤魚　鶏ひき肉　ベーコン　豆腐
油揚げ　バター　牛乳

ご飯　片栗粉　油　　マヨネーズ
食パン　砂糖

ごぼう　しいたけ　ピーマン
にんじん　ひじき　玉ねぎ　コーン
大根　万能ねぎ　バナナ　りんご

5 火
パイ
りんごジュース

ロールパン
タンドリーチキン　カラフルピーマン
アスパラのスープ　いよかん

しらすと塩昆布のおにぎり

鶏肉　ヨーグルト　ベーコン
しらす

ロールパン　砂糖　片栗粉
油　じゃがいも　ごま油　ごま

にんにく　生姜　赤黄緑ピーマン
玉ねぎ　にんじん　アスパラ
いよかん　塩こんぶ

6 水 ビスケット ご飯
豆腐の中華煮　キャベツりんごサラダ
グレープフルーツ

スイートポテト
牛乳

豚肉　豆腐　豆乳　牛乳 ご飯　ごま油　砂糖　片栗粉
さつまいも　　油

にんにく　白菜　にんじん　チンゲン菜
キャベツ　きゅうり　りんご　レーズン

7 木 せんべい ご飯
たらのお好み揚げ　のり和え
五目味噌汁　バナナ

和風スパゲティ
牛乳

たら　豆腐　牛乳　ベーコン ご飯　片栗粉　油　ごま油
スパゲティ

キャベツ　にんじん　万能ねぎ
白菜　のり　なす　玉ねぎ　えのき
バナナ　水菜　のり

8 金
クラッカー
牛乳

わかめ
うどん

鶏肉の照り焼き
かぼちゃの甘煮　りんご

そぼろご飯

鶏肉　ひき肉 うどん　砂糖 わかめ　にんじん　ほうれん草
かぼちゃ　りんご　あおのり

9 土 せんべい ご飯
みそ肉じゃが　春雨サラダ
オレンジ

お菓子
のむヨーグルト

豚肉　ハム　のむヨーグルト ご飯　じゃがいも　油　砂糖
春雨　ごま油　ごま

玉ねぎ　にんじん　絹さや
トマト　きゅうり　オレンジ

11 月 せんべい ご飯
鮭のレモン醤油焼き　おかか和え
お麩のすまし汁　オレンジ

さつまいも茶巾
牛乳

鮭　かつお節　　牛乳 ご飯　砂糖　油　麩　さつまいも ねぎ　生姜　にんじん　ブロッコリー
わかめ　えのき　りんご

12 火 ヨーグルト 中華丼
ナムル風サラダ
バナナ

食パンサンド
牛乳

豚肉　ツナ　牛乳 ご飯　ごま油　片栗粉　食パン キャベツ　玉ねぎ　にんじん　たけのこ
しいたけ　生姜　にんにく　ほうれん草
もやし　バナナ

13 水
揚げせんべい
牛乳

ロール
パン

ポークビーンズ　ジャーマンポテト
いよかん

ひじきご飯

豚肉　大豆　ベーコン　　鶏肉
油揚げ

ロールパン　じゃがいも　油　砂糖
ご飯

玉ねぎ　ブロッコリー　にんじん
パセリ粉　いよかん　ひじき
みつば

14 木 サンドビスケット ご飯
鶏肉のねぎ塩炒め　高野豆腐の煮物
グレープフルーツ

みそ煮込みうどん
牛乳

かつお節　しらす　鶏肉　高野豆腐
豚肉　油揚げ　牛乳

ご飯　ごま油　砂糖　うどん にんじん　しめじ　大根　ねぎ　生姜
にんにく　ひじき　いんげん
グレープフルーツ　白菜

15 金 クリームせんべい ご飯
カレイの生姜焼き　ごま和え
大根の味噌汁　バナナ

照り焼きポテト
牛乳

カレイ　鶏ささみ　牛乳 ご飯　砂糖　ごま　じゃがいも
マヨネーズ

生姜　いんげん　にんじん　もやし
大根　わかめ　バナナ　あおのり

16 土 ビスケット ご飯
ドライカレー　かぶのサラダ
いちご

お菓子
牛乳

鶏ひき肉　生揚げ　ツナ　牛乳 ご飯　油　小麦粉　ごま　マヨネーズ
ごま油　砂糖

玉ねぎ　にんじん　生姜　にんにく
かぶ　きゅうり　いちご

18 月 甘辛せんべい ご飯
たらの照り焼き　アスパラのお浸し
すまし汁　バナナ

みたらしポテトもち
牛乳

たら　豆腐　牛乳 ご飯　ごま　じゃがいも　油　砂糖
片栗粉

アスパラ　にんじん　なす　えのき
バナナ

19 火 せんべい
たけのこ
ごはん

＊ お誕生会 ＊
鶏肉のからあげ
ほうれん草の和え物
大根の味噌汁　ゼリー

ヨーグルト和え

油揚げ　鶏肉　ヨーグルト
ホイップクリーム

ご飯　砂糖　片栗粉　ごま油 しいたけ　にんじん　きゅうり
万能ねぎ　生姜　にんにく
ほうれん草　もやし　大根　わかめ
バナナ　もも柑　みかん缶

20 水 ごまビスケット
ロール
パン

鶏肉のマーマレード焼き
ブロッコリーとコーンのソテー
豆乳スープ　いよかん

きんぴらご飯

鶏肉　豆乳　豚肉 ロールパン　片栗粉　油
しらたき　砂糖　ごま

ブロッコリー　コーン　キャベツ
しめじ　玉ねぎ　にんじん
パセリ　いよかん　ごぼう　れんこん

21 木 ヨーグルト ご飯
赤魚の野菜あんかけ
かぼちゃとコーンフレークのサラダ
バナナ

マカロニきな粉
牛乳

赤魚　鶏ひき肉　きな粉　牛乳 ご飯　油　砂糖　片栗粉　さつまいも
マヨネーズ　コーンフレーク
マカロニ

にんじん　玉ねぎ　コーン　生姜
かぼちゃ　ブロッコリー　バナナ

22 金
せんべい
野菜ジュース

ご飯
すき焼き風煮　じゃこ和え
グレープフルーツ

オレンジ風味フレンチトース
ト
牛乳

豆腐　豚肉　しらす　牛乳 ご飯　しらたき　砂糖　ごま
ごま油　食パン

白菜　にんじん　玉ねぎ　絹さや
小松菜　グレープフルーツ

23 土 パイ
納豆

そぼろ丼
ポテトサラダ　オレンジ

お菓子
のむヨーグルト

鶏ひき肉　納豆　ハム　のむヨーグルト ご飯　ごま油　砂糖　じゃがいも にんにく　生姜　万能ねぎ　にんじん
きゅうり　コーン　オレンジ

25 月 せんべい ご飯
麻婆豆腐　マカロニサラダ
グレープフルーツ

セサミトースト
牛乳

豆腐　豚ひき肉　ハム　バター
牛乳

ご飯　油　砂糖　片栗粉　マカロニ
マヨネーズ　食パン　ごま　砂糖

生姜　にんにく　玉ねぎ　にんじん
万能ねぎ　きゅうり　コーン
グレープフルーツ

26 火 クリームせんべい ご飯
チキンカレー　コールスローサラダ
バナナ

豆腐のおやき
牛乳

鶏肉　ハム　豆腐　牛乳 ご飯　じゃがいも　油　カレールウ
マヨネーズ　砂糖　小麦粉　片栗粉

玉ねぎ　にんじん　ブロッコリー
キャベツ　きゅうり　コーン　バナナ
ひじき

27 水 ヨーグルト
けんちん
うどん

鶏肉じゃが　いちご ピラフ風

鶏肉　豚肉　ツナ　バター うどん　里芋　じゃがいも　油 大根　にんじん　ねぎ　玉ねぎ
いちご　ピーマン

28 木 せんべい ご飯
鮭のごま風味焼き　しらたきサラダ
豆腐の味噌汁　バナナ

メイプルポテト
牛乳

鮭　豆腐　牛乳 ご飯　油　パン粉　しらたき　ごま
マヨネーズ　ごま油　砂糖
さつまいも

にんじん　きゅうり　えのき　ねぎ
わかめ　バナナ

30 土 揚げせんべい ご飯
家常豆腐　ひじきの煮物
オレンジ

お菓子
牛乳

豚肉　生揚げ　大豆　油揚げ
牛乳

ご飯　砂糖　片栗粉　ごま油　砂糖 キャベツ　にんじん　たけのこ
ピーマン　黄ピーマン　ひじき
生姜　いんげん　オレンジ

４月分 エネルギー　kcal 蛋白質　ｇ 脂肪　ｇ 塩分　ｇ

３歳未満児目標 485 15.8～24.3 10.8～16.2 1.5

予定献立栄養量 505 18.4 15.5 1.3

３歳以上児目標 560 18.5～28.5 12.6～19 1.8

予定献立栄養量 574 22.5 17.7 1.6

　　　　※　献立は、材料納入の都合などにより変更になることがありますのでご了承ください。

　4月予定献立
食材ならびに体内のはたらき

身体を作る 力になる
病気から

守ってくれる
　　　　　　　　　　　令和４年度　名取あけぼのこども園

（赤） （黄） （緑）（赤） （黄） （緑）


