
給食だより（幼児） しあわせの丘こども園
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今月の給食目標　給食に慣れましょう ２０２０年４月
月 火 水 木 金 土

トントン丼　みそ汁
フルーツ

ごはん
鶏肉と野菜の煮物
新じゃが芋の旨煮 すまし汁

ごはんと味付けのり
ひじき入り厚焼き卵
キャベツの土佐和え　みそ汁

春ｷｬﾍﾞﾂとツナのｽﾊﾟｹﾞﾃｨ
すまし汁　チーズ

370 355 392

ごはん
鶏肉と新玉葱の炒め物
ひじき煮　みそ汁

カレーライス
チンゲン菜の洋風煮
ヨーグルト

パンとジャム　鶏肉の照焼き
ほうれん草とｺｰﾝの炒め物
すまし汁

中華風炊き込みごはん　焼魚
ブロッコリーのごま風味煮
みそ汁　フルーツ

ごはん　麻婆豆腐
切干大根煮
たけのこのすまし汁

焼きそば　みそ汁

272
○精白米　豚肉　にんじん　玉葱
　しめじ　ねぎ
○白菜　にんじん　ねぎ　昆布　削り節
○りんご

○精白米
○鶏肉　玉葱　にんじん
○じゃがいも　にんじん　三度豆
○大根　じめじ　青菜　昆布　削り節

○精白米　味付けのり
○卵　鶏肉ミンチ　玉葱　にんじん
　ひじき　ケチャップ
○キャベツ　ほうれん草　にんじん
○豆腐　玉葱　ねぎ　昆布　削り節

○スパゲティ　ツナ缶（水煮）　玉葱
　にんじん　エリンギ　キャベツ　糸のり
○切麩　にんじん　ねぎ　昆布　削り節
○型抜きチーズ

バナナ蒸しパン 大学いも シュガートースト アスパラガスビスケット

○精白米
○鶏肉　玉葱　土生姜
○ひじき　にんじん　ちくわ
○玉葱　しめじ　わかめ　昆布　削り節

○精白米　牛肉　じゃがいも　玉葱
　にんじん　カレールウ
○チンゲン菜　玉葱　にんじん
　ベーコン
○ヨーグルト

○ロールパン　いちごジャム
○鶏肉　土生姜
○ほうれん草　玉葱　にんじん
　カーネルコーン
○大根　にんじん　ねぎ　昆布　削り節

○精白米　もち米　豚肉　たけのこ(水煮)
　にんじん　干しいたけ
○紅鮭（トラウト）
○ブロッコリー　にんじん
○キャベツ　もやし　ねぎ　○りんご

○精白米
○木綿豆腐　豚肉ミンチ　にんじん
　ねぎ　干しいたけ　土生姜
○切干大根　うすあげ　にんじん
○たけのこ　えのき　みつば　昆布　削り節

○中華めん　豚肉　ピーマン　もやし
　玉葱　にんじん　キャベツ　ケチャップ
　青のり粉
○里芋　小松菜　ねぎ　昆布　削り節

358 372 341 383 339 295

ミートスパゲティ
ポテトサラダ　すまし汁

ごはんと味付けのり
肉じゃが
春キャベツとちくわの煮物
みそ汁

ごはん
鶏肉のケチャップソース煮
ｽﾅｯﾌﾟｴﾝﾄﾞｳとﾊﾑのソテー
すまし汁

たけのこごはん
さわらの照焼き
煮浸し　みそ汁

ごはん
豚肉と小松菜の炒め煮
春雨サラダ　すまし汁
フルーツ

鶏肉丼　みそ汁

ミルククッキー オレンジゼリー のりおにぎり ちぢみ ほうれん草のケーキ やさしいハッピーターン

○スパゲティ　豚肉ミンチ　玉葱
　にんじん　セロリー　粉チーズ
○じゃがいも　玉葱　きゅうり
　にんじん　マヨドレ
○白菜　しめじ　ねぎ　昆布　削り節

○精白米　味付けのり
○牛肉　じゃがいも　玉葱　にんじん
　糸こんにゃく
○キャベツ　にんじん　ちくわ
○玉葱　もやし　油揚げ　ねぎ　昆布
削り節

○精白米
○鶏肉
○スナップエンドウ　玉葱　エリンギ
　にんじん　ハム
○にんじん　大根　ねぎ　昆布　削り節

○精白米　たけのこ（生）　うすあげ
　にんじん
○さわら　土生姜
○ほうれん草　白菜　にんじん
　ちりめんじゃこ
○切麩　玉葱　わかめ　昆布　削り節

○精白米
○豚肉　小松菜　土生姜
○春雨　きゅうり　にんじん　ささみ
○豆腐　えのき　ねぎ　昆布　削り節
○清見オレンジ

○精白米　鶏肉　にんじん　玉葱
　生しいたけ　ねぎ
○キャベツ　にんじん　ねぎ　昆布
削り節

377 441 379 399 417 288

麦ごはんと味付けのり
豚肉のみそ炒め
高野豆腐の含め煮　すまし汁

ごはん　鶏のからあげ
ほうれん草のナムル
豚汁

パン　鶏肉のグラタン
じゃがいものカレーソテー
春キャベツのスープ

ごはん
鮭の香味焼き
小松菜とﾍﾞｰｺﾝの炒め物
みそ汁　フルーツ

ハヤシライス
茹で野菜サラダ　ヨーグルト

きざみうどん
大根の煮物　チーズ

豆腐入りドーナツ 手作りｲﾁｺﾞｼﾞｬﾑｻﾝﾄﾞ チーズマフィン ふのラスク ベークドポテト マリービスケット

○精白米　麦　味付けのり
○豚肉　玉葱　しめじ
○高野豆腐　玉葱　にんじん
○白菜　大根　ねぎ　昆布　削り節

○精白米
○鶏肉　土生姜
○ほうれん草　もやし　にんじん
○豚肉　玉葱　にんじん　ねぎ　昆布
削り節

○ロールパン
○マカロニ　鶏肉　玉葱　にんじん
　パセリ　小麦粉　粉チーズ
○じゃがいも　玉葱　にんじん　ピーマン
○鶏肉　キャベツ　しめじ　ねぎ

○精白米
○紅鮭(トラウト)　玉葱
○小松菜　玉葱　にんじん　ベーコン
○豆腐　もやし　わかめ　昆布　削り節
○清見オレンジ

○精白米　牛肉　じゃがいも　玉葱
　にんじん　りんご　トマトピューレ
　ケチャップ　鶏がら
○キャベツ　きゅうり　にんじん　ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚ
○ヨーグルト

○うどん　うすあげ　玉葱　干しいたけ
　にんじん　ねぎ　昆布 削り節
○大根　厚揚げ　にんじん
○型抜きチーズ

391 351 333 399 576 318

令和2年3月24日

○精白米
○豚肉　玉葱　土生姜
○小松菜　白菜　にんじん　じゃこ
○玉葱　もやし　ねぎ　昆布　削り節

○精白米
○豚ヒレ肉　卵　ケチャップ
○グリーンアスパラガス　玉葱　にんじん
　きゅうり　マヨドレ
○キャベツ　えのき　小松菜　昆布　削り節

フライドポテト もちもちチーズパン ココアサブレ

人参ごはん　煮魚
大豆煮　すまし汁
フルーツ

ごはん
豚肉の生姜焼き
小松菜のじゃこ煮
みそ汁

ごはん
ポークピカタ
アスパラのサラダ
みそ汁

☆給食・間食は行事などの都合により、
            献立日が変更になる場合があります。

  数字は給食のみの栄養価です。

　      ｴﾈﾙｷﾞｰ(kcal)  たんぱく質(g)  脂質(g)

362 576 352
○精白米　にんじん
○さわら　土生姜
○大豆　角切昆布　こんにゃく　にんじん
○大根　えのき　ねぎ　昆布　削り節
○清見オレンジ

ごまめ 型抜きチーズとフルーツ さつま芋入りみたらしだんご いちごプリン 人参クッキー そぼろおにぎり

お知らせ

火曜・金曜・土曜日の間食には

牛乳が付きます。

25日(土)の間食はお茶になります。


