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豚じゃが じゃが芋・糸こんにゃく・油・砂糖 豚肉 玉ねぎ・人参 カルシウムウエハース リッツクラッカー
ほうれん草と白菜のお浸し ほうれん草・白菜 お茶 牛乳
ごはん 米
フルーツ（オレンジ） オレンジ
鶏肉の照煮 油・砂糖 鶏肉 しょうが チーズ りんごのタルト
蒸さつま芋 さつま芋 お茶 牛乳
ちくわと野菜のソテー 油 ちくわ 玉ねぎ・人参・黄パプリカ・にら
ごはん 米
味噌汁 うす揚げ・味噌 太もやし・ねぎ
アジの味噌煮 砂糖 あじ・赤味噌 しょうが きなこせんべい ハッピーターン
ひじき豆 油・砂糖 大豆 芽ひじき・人参・インゲン お茶 牛乳
人参ごはん 米 人参
味噌汁 味噌 小松菜・玉ねぎ・しめじ
豚肉と野菜の五目炒め 油・砂糖 豚肉 玉ねぎ・人参・ピーマン・キャベツ・しめじ フルーツ（バナナ） ぶどうゼリー
ブロッコリーのあおさ和え 白ごま ブロッコリー・えのきだけ・あおさのり お茶 牛乳
麦入りごはん 米・押麦
味噌汁 じゃが芋 味噌 なす・チンゲン菜
高野豆腐のそぼろ丼 米・油・砂糖・片栗粉 高野豆腐・豚ミンチ 玉ねぎ・人参・しょうが・グリーンピース ちょぼちょぼクッキー アップルパイ
アスパラガスと大根のゆかり和え グリーンアスパラガス・大根・太もやし お茶 牛乳
味噌汁 味噌 白菜・ほうれん草・まいたけ
けんちんうどん うどん・里芋 絹厚揚げ ごぼう・人参・干しいたけ・ねぎ・だし昆布 アンパンマンおやさいせんべい アスパラガスビスケット

フルーツ（バナナ） バナナ お茶 お茶
牛乳 牛乳
鶏肉のトマト煮 小麦粉・オリーブ油 鶏肉 にんにく・玉ねぎ・しめじ・トマト 豆乳ウエハース シュークリーム
小松菜とキャベツのツナ和え まぐろフレーク 小松菜・キャベツ・人参 お茶 牛乳
ごはん 米
味噌汁 麩 うす揚げ・味噌 しめじ
白身魚のおかか焼 砂糖・小麦粉・油 ホキ・かつお節 ヨーグルト きなこマカロニ
さつま芋の旨煮 さつま芋 お茶 牛乳
切干大根サラダ 砂糖・調合ごま油 切干大根・きゅうり・人参
ごはん 米
すまし汁 玉ねぎ・さやえんどう・わかめ
焼き厚揚げの野菜あん 油・砂糖・片栗粉 絹厚揚げ・豆腐・豚肉 白菜・玉ねぎ・赤パプリカ・筍・にら チーズ せんべい（ぽたぽた焼）

にんじんきんぴら 油・砂糖 人参・グリーンアスパラガス お茶 いりこ
麦入りごはん 米・押麦 牛乳
フルーツ（バナナ） バナナ
カレーライス 米・じゃが芋・油 豚肉 玉ねぎ・人参 カルシウムウエハース ミニおはぎ
平天とコーンのサラダ 油・砂糖 さつま揚げ コーン・ブロッコリー お茶 牛乳
フルーツ（りんご） りんご
サケ三色丼 米・砂糖・油 サケ 人参・ほうれん草 フルーツ（オレンジ） ポテトフライあおさ味

がんもの煮物 こんにゃく・砂糖 一口がんも 牛乳
味噌汁 味噌 大根・チンゲン菜・まいたけ
わかめうどん うどん 絹厚揚げ わかめ・玉ねぎ・ねぎ・だし昆布 アンパンマンソフトせんべい ベジスナック
かぼちゃのそぼろ煮 油・砂糖 豚ミンチ かぼちゃ お茶 お茶
牛乳 牛乳
焼き鳥丼 米・砂糖・片栗粉・油・白ごま 鶏肉 しょうが・キャベツ・きざみのり きなこボーロ 白い風船ミルククリーム

切干大根の煮物 油・砂糖 切干大根・人参・グリーンアスパラガス お茶 ジョア
味噌汁 麩 味噌 玉ねぎ・しめじ
豚肉のチャプチェ 春雨・油・砂糖・白ごま・調合ごま油 豚肉 玉ねぎ・人参・ピーマン ちょぼちょぼクッキー バナナ蒸しパン
高野豆腐の煮物 砂糖 高野豆腐 干しいたけ・インゲン お茶 牛乳
ごはん 米
サバの煮付け 砂糖 サバ しょうが・インゲン ヨーグルト さつま芋茶巾
チンゲン菜とキャベツの塩昆布和え チンゲン菜・キャベツ・人参・減塩塩こんぶ お茶 牛乳
麦入りごはん 米・押麦
味噌汁 味噌 大根・太もやし・しめじ
いなり寿司 米・砂糖・黒ごま いなり揚げ 人参 豆乳ウエハース ソフトサラダせんべい

豚肉と根菜の煮物 里芋・砂糖 豚肉 大根・人参・ごぼう・インゲン お茶 牛乳
すまし汁 豆腐 わかめ
すき焼き風煮 糸こんにゃく・油・砂糖 牛ミンチ・豆腐 白菜・玉ねぎ・人参・ごぼう チーズ お好み焼き
こんぶサラダ 砂糖・調合ごま油 さつま揚げ きざみ昆布・きゅうり お茶 牛乳
ごはん 米
フルーツ（オレンジ） オレンジ
しらすチャーハン 米・油 しらす干し・さつま揚げ ﾁﾝｹﾞﾝ菜 きなこせんべい 源氏パイ
中華スープ 白菜・コーン・まいたけ お茶 お茶
牛乳 牛乳
牛肉とかぼちゃの煮物 こんにゃく・砂糖 牛肉 かぼちゃ・玉ねぎ・グリーンピース カルシウムウエハース 五穀ビスケット
キャベツの梅風味和え キャベツ・きゅうり・人参・しそ練り梅 お茶 いりこ
ごはん 米 牛乳
味噌汁 うす揚げ・味噌 チンゲン菜・えのきだけ
白身魚のオーロラ焼 小麦粉・油・マヨネーズ ホキ きなこボーロ きなこくず餅
温野菜 ブロッコリー お茶 牛乳
れんこんサラダ 油・砂糖 れんこん・人参・コーン
ごはん 米
スープ じゃが芋 わかめ・ねぎ
春野菜マーボー 油・砂糖・片栗粉 豆腐・豚ミンチ・鶏レバー・赤味噌 しょうが・にんにく・玉ねぎ・筍・干しいたけ・にら フルーツ（みかん缶） パイ饅頭
平天とほうれん草の煮浸し 砂糖 さつま揚げ ほうれん草・太もやし・人参 お茶 牛乳
麦入りごはん 米・押麦
ウインナーのケチャップライス 米・油・バター ウインナー 人参・玉ねぎ・ピーマン ヨーグルト（ブルーベリー） 野菜ホットケーキ
フライドさつま芋 さつま芋・油 お茶 牛乳
ひじき入りナムル 砂糖・調合ごま油 ほうれん草・人参・切干大根・芽ひじき・にんにく

スープ 白菜・わかめ・コーン
プチゼリー ゼリー
サケの天ぷら 小麦粉・油 サケ チーズ みかんゼリー
粉ふき芋あおさ味 じゃが芋 あおさのり お茶 牛乳
ブロッコリーサラダ 砂糖・オリーブ油 ブロッコリー・きゅうり・人参
ごはん 米
豚肉うどん うどん 豚肉 大根・人参・ねぎ・だし昆布 アンパンマンおやさいせんべい サッポロポテト
蒸しかぼちゃ 大豆 かぼちゃ お茶 お茶
牛乳 牛乳

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　４月給食だより

日
付
曜
日

献立名
主な材料と体内での働き

午前おやつ 午後おやつ
主に熱や力のもとになるもの 主にからだをつくるもの 主にからだの調子を整えるもの

1 月

2 火

3 水

4 木

5 金

6 土

8 月

9 火

10 水

11 木

12 金

13 土

15 月

16 火

17 水

18 木

19 金

20 土

22 月

23 火

27 土

★献立の一部を変更することもありますので、ご了承下さい。

24 水

25 木

26 金
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豚じゃが じゃが芋・糸こんにゃく・油・砂糖 豚肉 玉ねぎ・人参 ●/▲カルシウムウエハース リッツクラッカー
ほうれん草と白菜のお浸し ほうれん草・白菜 【アンパンマンソフトせんべい】 ▲牛乳
ごはん 米 お茶
フルーツ（オレンジ） オレンジ
■鶏肉の照煮 油・砂糖 ■鶏肉【豚肉】 しょうが ▲チーズ りんごのタルト
蒸さつま芋 さつま芋 【アンパンマンお野菜せんべい】 ▲牛乳
ちくわと野菜のソテー 油 ちくわ 玉ねぎ・人参・黄パプリカ・にら お茶
ごはん 米
味噌汁 うす揚げ・味噌 太もやし・ねぎ
アジの味噌煮 砂糖 あじ・赤味噌 しょうが きなこせんべい ハッピーターン
ひじき豆 油・砂糖 大豆 芽ひじき・人参・インゲン お茶 ▲牛乳
人参ごはん 米 人参
味噌汁 味噌 小松菜・玉ねぎ・しめじ
豚肉と野菜の五目炒め 油・砂糖 豚肉 玉ねぎ・人参・ピーマン・キャベツ・しめじ フルーツ（バナナ） ぶどうゼリー
ブロッコリーのあおさ和え 白ごま ブロッコリー・えのきだけ・あおさのり お茶 ▲牛乳
麦入りごはん 米・押麦
味噌汁 じゃが芋 味噌 なす・チンゲン菜
高野豆腐のそぼろ丼 米・油・砂糖・片栗粉 高野豆腐・豚ミンチ 玉ねぎ・人参・しょうが・グリーンピース ●/▲ちょぼちょぼクッキー ●/▲アップルパイ
アスパラガスと大根のゆかり和え グリーンアスパラガス・大根・太もやし 【リッツクラッカー】 【卵乳なしホットケーキ】

味噌汁 味噌 白菜・ほうれん草・まいたけ お茶 ▲牛乳
けんちんうどん うどん・里芋 絹厚揚げ ごぼう・人参・干しいたけ・ねぎ・だし昆布 アンパンマンおやさいせんべい アスパラガスビスケット

フルーツ（バナナ） バナナ お茶 お茶
▲牛乳 ▲牛乳
■鶏肉のトマト煮 小麦粉・オリーブ油 ■鶏肉【豚肉】 にんにく・玉ねぎ・しめじ・トマト ▲豆乳ウエハース ●/▲シュークリーム
小松菜とキャベツのツナ和え まぐろフレーク 小松菜・キャベツ・人参 【ハッピーターン】 【蒸しパン】
ごはん 米 お茶 ▲牛乳
味噌汁 麩 うす揚げ・味噌 しめじ
白身魚のおかか焼 砂糖・小麦粉・油 ホキ・かつお節 ▲ヨーグルト きなこマカロニ
さつま芋の旨煮 さつま芋 【ひとくちゼリー】 ▲牛乳
切干大根サラダ 砂糖・調合ごま油 切干大根・きゅうり・人参 お茶
ごはん 米
すまし汁 玉ねぎ・さやえんどう・わかめ
焼き厚揚げの野菜あん 油・砂糖・片栗粉 絹厚揚げ・豆腐・豚肉 白菜・玉ねぎ・赤パプリカ・筍・にら ▲チーズ せんべい（ぽたぽた焼）

にんじんきんぴら 油・砂糖 人参・グリーンアスパラガス 【アンパンマンお野菜せんべい】 いりこ
麦入りごはん 米・押麦 お茶 ▲牛乳
フルーツ（バナナ） バナナ
カレーライス 米・じゃが芋・油 豚肉 玉ねぎ・人参 ●/▲カルシウムウエハース ミニおはぎ
平天とコーンのサラダ 油・砂糖 さつま揚げ コーン・ブロッコリー 【アンパンマンソフトせんべい】 ▲牛乳
フルーツ（りんご） りんご お茶
サケ三色丼 米・砂糖・油 サケ 人参・ほうれん草 フルーツ（オレンジ） ポテトフライあおさ味

がんもの煮物 こんにゃく・砂糖 一口がんも ▲牛乳
味噌汁 味噌 大根・チンゲン菜・まいたけ
わかめうどん うどん 絹厚揚げ わかめ・玉ねぎ・ねぎ・だし昆布 アンパンマンソフトせんべい ベジスナック
かぼちゃのそぼろ煮 油・砂糖 豚ミンチ かぼちゃ お茶 お茶
▲牛乳 ▲牛乳
■焼き鳥丼 米・砂糖・片栗粉・油・白ごま ■鶏肉【豚肉】 しょうが・キャベツ・きざみのり ●/▲きなこボーロ ▲白い風船ミルククリーム

切干大根の煮物 油・砂糖 切干大根・人参・グリーンアスパラガス 【きなこせんべい】 【さやえんどうスナック】

味噌汁 麩 味噌 玉ねぎ・しめじ お茶 ▲ジョア
豚肉のチャプチェ 春雨・油・砂糖・白ごま・調合ごま油 豚肉 玉ねぎ・人参・ピーマン ●/▲ちょぼちょぼクッキー バナナ蒸しパン
高野豆腐の煮物 砂糖 高野豆腐 干しいたけ・インゲン 【リッツクラッカー】 ▲牛乳
ごはん 米 お茶
サバの煮付け 砂糖 サバ しょうが・インゲン ▲ヨーグルト さつま芋茶巾
チンゲン菜とキャベツの塩昆布和え チンゲン菜・キャベツ・人参・減塩塩こんぶ 【ひとくちゼリー】 ▲牛乳
麦入りごはん 米・押麦 お茶
味噌汁 味噌 大根・太もやし・しめじ
いなり寿司 米・砂糖・黒ごま いなり揚げ 人参 ▲豆乳ウエハース ソフトサラダせんべい

豚肉と根菜の煮物 里芋・砂糖 豚肉 大根・人参・ごぼう・インゲン 【ハッピーターン】 ▲牛乳
すまし汁 豆腐 わかめ お茶
すき焼き風煮 糸こんにゃく・油・砂糖 牛ミンチ・豆腐 白菜・玉ねぎ・人参・ごぼう ▲チーズ お好み焼き
こんぶサラダ 砂糖・調合ごま油 さつま揚げ きざみ昆布・きゅうり 【アンパンマンお野菜せんべい】 ▲牛乳
ごはん 米 お茶
フルーツ（オレンジ） オレンジ
しらすチャーハン 米・油 しらす干し・さつま揚げ ﾁﾝｹﾞﾝ菜 きなこせんべい 源氏パイ
中華スープ 白菜・コーン・まいたけ お茶 お茶
▲牛乳 ▲牛乳
牛肉とかぼちゃの煮物 こんにゃく・砂糖 牛肉 かぼちゃ・玉ねぎ・グリーンピース ●/▲カルシウムウエハース ▲五穀ビスケット
キャベツの梅風味和え キャベツ・きゅうり・人参・しそ練り梅 【アンパンマンソフトせんべい】 【リッツクラッカー】

ごはん 米 お茶 いりこ
味噌汁 うす揚げ・味噌 チンゲン菜・えのきだけ ▲牛乳
●白身魚のオーロラ焼 小麦粉・油・●マヨネーズ【除去】 ホキ ●/▲きなこボーロ きなこくず餅
温野菜 ブロッコリー 【きなこせんべい】 ▲牛乳
れんこんサラダ 油・砂糖 れんこん・人参・コーン お茶
ごはん 米
スープ じゃが芋 わかめ・ねぎ
■春野菜マーボー 油・砂糖・片栗粉 豆腐・豚ミンチ・■鶏レバー【除去】・赤味噌 しょうが・にんにく・玉ねぎ・筍・干しいたけ・にら フルーツ（みかん缶） ●/▲パイ饅頭
平天とほうれん草の煮浸し 砂糖 さつま揚げ ほうれん草・太もやし・人参 お茶 【卵乳なしパンケーキ】

麦入りごはん 米・押麦 ▲牛乳
●/▲ウインナーのケチャップライス 米・油・▲バター【除去】 ●ウインナー【除去】 人参・玉ねぎ・ピーマン ▲ヨーグルト（ブルーベリー） 野菜ホットケーキ
フライドさつま芋 さつま芋・油 【ハッピーターン】 ▲牛乳
ひじき入りナムル 砂糖・調合ごま油 ほうれん草・人参・切干大根・芽ひじき・にんにく お茶
スープ 白菜・わかめ・コーン
プチゼリー ゼリー
サケの天ぷら 小麦粉・油 サケ ▲チーズ みかんゼリー
粉ふき芋あおさ味 じゃが芋 あおさのり 【アンパンマンお野菜せんべい】 ▲牛乳
ブロッコリーサラダ 砂糖・オリーブ油 ブロッコリー・きゅうり・人参 お茶
ごはん 米
豚肉うどん うどん 豚肉 大根・人参・ねぎ・だし昆布 アンパンマンおやさいせんべい サッポロポテト
蒸しかぼちゃ 大豆 かぼちゃ お茶 お茶
▲牛乳 ▲牛乳

4月給食だより

アレルギー表示　●卵　▲乳　■鶏肉・・・【　　】の中にアレルギー対応を表記しています。

日
付
曜
日 主にからだの調子を整えるもの主にからだをつくるもの

主に熱や力のもとになるも
の

主な材料と体内での働き
献立名

※▲牛乳やジョアのアレルギー対応は【100％ジュース】もしくは【お茶】

1 月

午前おやつ 午後おやつ

★献立の一部を変更することもありますので、ご了承下さい。

4 木

3 水

2 火

8 月

6 土

5 金

11 木

10 水

9 火

15 月

13 土

12 金

18 木

17 水

16 火

22 月

20 土

19 金

25 木

24 水

23 火

27 土

26 金


