
令和5年　　4月分 予定献立表 吹上保育園

きつねうどん こうや豆ふと豚肉のにもの
じゃがいものとさに トマトのさっぱりあえ
チーズ きのこ汁
バナナ オレンジ

厚揚げのかき油いため ハヤシさん
マッシュポテト コールスローサラダ
みそ汁（とうふ・わかめ） ようなしのかんづめ
いちご

とうふの中華煮 カレーとんじゃが
しおぶろっこりー ほうれん草とコーンいため
みそしる（キャベツ） みそ汁（だいこん、豆ふ）
りんご パインのかんづめ

さつま芋の天ぷら さばのかんろにわかめ添え
ひき肉ときりぼし大根炒め サラスパサラダ
きゅうりづけ けんちん汁
みそ汁（なめこ・とうふ） グレープフルーツ
パイン缶

チキンカレー なのはなごはん
コールスローサラダ チーズハンバーグ
もものかんづめ ブロッコリーのおかかあえ

人参グラッセ、みにとまと
かに玉スープ
フルーツポンチ

鮭のみそマヨやき たまこーんうどん
春やさいの吉野煮 キャベツとさつまあげ炒め
せんべいじる バナナ
グレープフルーツ

わかめらーめん みそやきにく
もやしの旨煮 三色グラッセ
バナナ 椎茸とキャベツのスープ

ようなしのかんづめ

白菜と豆腐のカニあんかけ マーボーどうふ
五目きんぴら ちゅうかきゅうり
みそしる（だいこん） みそしる（キャベツ）
清美オレンジ オレンジ

ひきにくなっとう 鶏のマスタード煮
ひきこんぶのサラダ ほうれん草としめじ和え
チーズ ミルクみそスープ
みそ汁（にら・豆腐） 夏みかん缶
パインアップル

ポテトとウインナーいため いかにもトマト
だいこんサラダ しおぶろっこりー
白菜のスープ ミニもやしラーメン
みかんのかんづめ バナナ

レバーのからあげ こどもの日三色丼
グリーンナムル コロッケ
せんぎりキャベツ みにとまと
みそ汁（玉ねぎ,じゃが芋) ほうれん草のなめたけあえ
グレープフルーツ ボイルソーセージ

ほたてスープ,いちご
ほっけのみそ煮
ブロッコリーの塩炒め
ミニうどん
バナナ

ほうれん草のパスタ
はるやさいのスープ
りんご

エネルギー 411 kcal タンパク質   19.3 g

脂      質 18.1 g 食塩相当量   2.7 g

午  後

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 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの

日
／
曜

献 立 名

豚肉（薄切り）／高野豆
腐／木綿豆腐／米みそ(赤
色辛みそ)／ジョア

献 立 名
材　  　料　　  名材　  　料　　  名

おやつ
午  後 日

／
曜 体の調子を整えるもの

おやつ

／

土 月

ブロッコリー／にんじん／トマ
ト／きゅうり／レタス／セロ
リー／えのきたけ／まいたけ／
生しいたけ／バレンシアオレン
ジ

ジョア
おかし ゆでさつまいも

／ ／

1 干しうどん(乾)／じゃが
いも／三温糖／せんべい

味付けいなり／かつお加
工品(かつお節)／キャン
ディーチーズ／牛乳

にんじん／玉葱／生しいたけ
／ねぎ／バナナ

牛乳 17 三温糖／ごま油／せんべ
い

／

月 火

じゃがいも／大豆油／薄
力粉／マヨネーズ／ごは
ん

豚肉（薄切り）／クリー
ム(乳脂肪)／粉チーズ／
ロースハム／牛乳／かつ
お加工品(削り節)／米み
そ(赤色辛みそ)

にんじん／玉葱／グリンピース
(冷凍)／キャベツ／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／バナナ／こねぎ

牛乳
チーズドッグ おかし

／

3 三温糖／かたくり粉／
じゃがいも／有塩バター

生揚げ／豚肉（薄切り）
／牛乳200／木綿豆腐／わ
かめ／米みそ(赤色辛み
そ)／牛乳／チ－ズドッグ

たけのこ(ゆで)／干し椎茸／
生しいたけ／にんじん／サラ
ダ菜／トマト／いちご

牛乳 18

／

火 水

じゃがいも／三温糖／か
たくり粉／大豆油／せん
べい

豚ひき肉／木綿豆腐／米
みそ(赤色辛みそ)／牛乳

玉葱／にんじん／グリンピース
(冷凍)／とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／ほうれんそう／キャベツ／
だいこん／パインアップル(缶
詰)

牛乳
おかし おかし

／

4 ごま油／三温糖／かたく
り粉／せんべい

豚肉（薄切り）／木綿豆
腐／うずら卵(水煮缶詰）
／米みそ(淡色辛みそ)／
牛乳

にんにく／にんじん／はくさ
い／干し椎茸／たけのこ(ゆ
で)／チンゲンツァイ／ブロッ
コリー／キャベツ／玉葱／り
んご

牛乳 19

／

水 木

三温糖／サラダスパゲッ
ティー／マヨネーズ(全卵
型）／糸こんにゃく／ご
ま油／せんべい

骨なし鯖／わかめ／ロー
スハム／木綿豆腐／油揚
げ／牛乳

しょうが／きゅうり／にんじん
／とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／サ
ラダ菜／だいこん／ごぼう／グ
レープフルーツ

牛乳
おかし おかし

／

5 さつまいも／ﾌﾟﾚﾐｯｸｽ粉
(てんぷら用)／ごま油／
三温糖／せんべい

油揚げ／豚ひき肉／干ひ
じき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／木綿
豆腐／米みそ(赤色辛み
そ)

切干しだいこん／にんじん／
きゅうり／なめこ／こねぎ／
パインアップル／温州蜜柑50%
果汁入り飲料

オレンジジュース 20

／

木 金

水稲穀粒(精白米)／パン
粉(乾燥)／大豆油／かた
くり粉／じゃがいも／三
温糖

たまご／豚ひき肉／牛乳
200／ピザ用チーズ／かつ
お加工品(かつお節)／星
型チーズ／カニむき身／
牛乳

菜の花／こまつな／玉葱／ブ
ロッコリー／にんじん／ミニト
マト／ねぎ／キウイフルーツ

牛乳
おかし チョココロネ

／

6 じゃがいも／有塩バター
／薄力粉／三温糖／マヨ
ネーズ／せんべい

鶏肉モモ／脱脂粉乳／
ロースハム／牛乳

にんにく／しょうが／にんじ
ん／玉葱／グリンピース(冷
凍)／キャベツ／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／もも(缶詰果肉)

牛乳 21

／

金 土

干しうどん(乾)／かたく
り粉／せんべい

鶏肉モモ／たまご／さつ
ま揚げ／牛乳

にんじん／玉葱／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／こねぎ／キャベツ
／バナナ

牛乳
おかし おかし

／

7 マヨネーズ(全卵型）／お
つゆせんべい／しらたき

塩ざけ　40ｇ／米みそ(赤
色辛みそ)／鶏肉モモ／生
揚げ／★ヨーグルト(全脂
無糖)

玉葱／サラダ菜／にんじん／
たけのこ(ゆで)／アスパラガ
ス／干し椎茸／ごぼう／ねぎ
／グレープフルーツ

りんごジュース 22

／

土 月

ごま油／じゃがいも／三
温糖／せんべい

豚肉（薄切り）／米みそ
(赤色辛みそ)／ベーコン
／牛乳

にんじん／ほうれんそう／ブ
ロッコリー／玉葱／干し椎茸／
キャベツ／西洋なし(缶詰)

牛乳
おかし おかし

／

8 中華めん(生)／ごま油／
三温糖／せんべい

豚肉（薄切り）／わかめ
／牛乳

にんじん／はくさい／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／もやし／え
のきたけ／バナナ

牛乳
24

／

月 火

三温糖／かたくり粉／ご
ま油／せんべい

木綿豆腐／豚ひき肉／米
みそ(赤色辛みそ)／米み
そ(淡色辛みそ)／牛乳

にんにく／しょうが／にんじん
／玉葱／ねぎ／にら／生しいた
け／きゅうり／キャベツ／バレ
ンシアオレンジ

牛乳
ソーセージ ベーコンポテト

／

10 三温糖／食パン(市販品） 木綿豆腐／カニむき身／
かに風味かまぼこ／油揚
げ／米みそ(赤色辛みそ)
／牛乳

はくさい／にんじん／たけの
こ(ゆで)／ごぼう／さやいん
げん／だいこん／きよみ(砂
じょう、生)／いちごジャム
(低糖度)

牛乳 25

／

火 水

じゃがいも／さつまいも
／有塩バター／水稲穀粒
(精白米)

鶏肉モモ／かつお加工品
(かつお節)／牛乳200／米
みそ(赤色辛みそ)／豚ひ
き肉

玉葱／にんにく／トマト／にん
じん／ほうれんそう／ぶなしめ
じ／とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
なつみかん(缶詰)

ぶどうジュース
おかし おかし

／

11 大豆油／三温糖／さつま
いも

ひき割り納豆／豚ひき肉
／引き昆布／キャン
ディーチーズ／木綿豆腐
／米みそ(赤色辛みそ)／
牛乳

にんじん／玉葱／ほうれんそ
う／かぶ／レタス／きゅうり
／にら／パインアップル

牛乳 26

／

水 木

三温糖／大豆油／有塩バ
ター／中華めん(生)／ご
ま油／せんべい

するめいか／豚肉（薄切
り）／なると

玉葱／にんじん／にんにく(り
ん茎)／しょうが／トマト缶詰
(ホール）／パセリ／ブロッコ
リー／もやし／にら／バナナ／
温州蜜柑50%果汁入り飲料

オレンジジュース
おかし おかし

／

12 じゃがいも／マヨネーズ
(全卵型）／せんべい

ウィンナー／かつお加工
品(かつお節)／豚ひき肉
／牛乳

サラダ菜／玉葱／にんじん／
だいこん／きゅうり／はくさ
い／温州蜜柑缶詰(果肉)

牛乳 27

／

木 金

水稲穀粒(精白米)／大豆
油／三温糖／ごま油／白
ごま(いり）／かしわもち

鶏ひき肉／たまご／味付
けいなり／ポテトコロッ
ケ／ポークソーセージ／
ほたてがい･貝柱､水煮缶
詰／わかめ／牛乳

にんじん／きゅうり／サラダ菜
／ミニトマト／ほうれんそう／
えのきたけ(味付け瓶詰)／えの
きたけ／ねぎ／玉葱／いちご

牛乳
おかし かしわもち

／

13 薄力粉／大豆油／かたく
り粉／ごま油／白ごま(い
り）／じゃがいも／せん
べい

豚肝臓／たまご／ロース
ハム／米みそ(赤色辛み
そ)

にんにく／しょうが／ほうれ
んそう／しゅんぎく／水菜／
キャベツ／玉葱／グレープフ
ルーツ／ぶどう(10%果汁入り
飲料)

ぶどうジュース 28

／

金

おかし

／

14 干しうどん(乾)／ごはん 縞ほっけ／米みそ(赤色辛
みそ)／わかめ

ねぎ／にんじん／ぶなしめじ
／とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／ブ
ロッコリー／バナナ

オレンジジュース

月 平 均 栄 養 価

土

おかし

／

15 スパゲッティー／有塩バ
ター／薄力粉／せんべい

ベーコン／牛乳／クリー
ム(乳脂肪)

ほうれんそう／玉葱／にんに
く(りん茎)／キャベツ／にん
じん／とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／トウミョウ／りんご

牛乳

入
園
式

進
級
式


