
エネルギーKcal 　  　主　　な 　　 材　　料 　名 エネルギーKcal 　　   主　 な     材　 　料 　名
 日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ  日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ

脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの 　（未満児） 脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの 　（未満児）

のりご飯、大根の味噌汁 　597 （515） 精白米 たら、バター えのき、人参 牛乳 いちごロールパン ゆかりご飯、もやしの味噌汁 　588 （494） 精白米 豚肉、さわら 人参、玉ねぎ 麦茶 お麩のラスク

１　（木） たらのホイル焼き 　24.2（21.5) 調合油 おから、鶏肉 ねぎ、ごぼう せんべい、果物 １９（月） さわらの塩麹焼き、肉じゃが 　23.2（18.0） じゃが芋 わかめ きゅうり、もやし ビスケット 果物

卯の花炒り、小松菜のお浸し 　18.4（17.6） ロールパン 油揚げ、味噌 小松菜、大根 牛乳 きゅうりとわかめの酢の物 　24.1（20.8） 白滝、麩 生揚げ、味噌 グリンピース 牛乳

ご飯、中華風コーンスープ 　594 （513） 精白米 豚肉 人参、玉ねぎ 牛乳 焼きビーフン ご飯、卵のスープ 　584 （505） 精白米 鶏肉 玉ねぎ、トマト 牛乳 黒糖まんじゅう

２　（金） 肉団子酢豚 　19.8（18.1) パン粉 ハム 筍、ピーマン 野菜ジュース ２０（火） 鶏肉のトマト煮込み 　22.3（20.0) スパゲティ ハム きゅうり、人参 せんべい

ポテトサラダ、果物 　19.1（18.1） ビーフン 卵 きゅうり、小ねぎ スパゲティサラダ、ボイルブロッコリー　21.4（19.8） オリーブ油 卵 ブロッコリー 牛乳

ご飯、大根の味噌汁 　581 （518） 精白米 めかじき 人参、ピーマン プリン コーントースト

３　（土） 入園式 ２１（水） かじきのさらさ揚げ、じゃが芋の金平 　21.4（19.9) じゃが芋 ベーコン ほうれん草 牛乳

ほうれん草のお浸し 　22.5（19.8） 食パン ツナ、味噌 大根、もやし

ご飯、豆腐の味噌汁 　566 （446） 精白米 鶏肉、ハム ねぎ、人参 麦茶 マーマレードジャムサンド ご飯、きくらげのスープ 　589 （509） 精白米 豚肉、えび 白菜、椎茸 牛乳 がんづき

５　（月） ねぎ塩チキン 　21.2（16.2） 春雨 豆腐、わかめ きゅうり ビスケット 果物 ２２（木） 八宝菜、バンサンスー 　19.1（17.6) 片栗粉 いか、あさり 人参、玉ねぎ 果物

春雨サラダ、トマト 　22.7（18.4） 食パン 味噌 トマト 牛乳 かにしゅうまい 　15.8（15.6） 春雨 豆腐、卵、かに きゅうり、ねぎ 野菜ジュース

ご飯、小松菜の味噌汁 　572 （496） 精白米 いか、ベーコン ブロッコリー 牛乳 ケークサレ ロールパン、コーンスープ 　580 （502） ロールパン 豚肉、卵 ピーマン、人参 牛乳 味噌焼きおにぎり

６　（火） イカフライ、ブロッコリーサラダ 　19.8（18.2） 調合油 高野豆腐 きゅうり、人参 牛乳 ２３（金） ピーマンの肉詰め 　19.8（18.1) さつま芋 ハム、牛乳 玉ねぎ、きゅうり 麦茶

ミニゼリー 　24.6（22.3） 卵、味噌 小松菜、玉ねぎ さつま芋サラダ、果物 　19.7（18.6） 精白米 味噌 コーン、パセリ

ご飯、はんぺんのすまし汁 　592 （491） 精白米 豚肉、味噌 キャベツ、人参 ヨーグルト バナナクレープ ミートソーススパゲティ 　624 （501） スパゲティ 豚肉 人参、玉ねぎ ヨーグルト バウムクーヘン

７　（水） 豚肉の味噌焼き、ひじき煮 　22.4（19.8） 調合油 ひじき、大豆 きゅうり、えのき 牛乳 ２４（土） キャベツのスープ 　24.0（20.7) 調合油 チーズ マッシュルーム ミニゼリー

キャベツときゅうりの塩昆布和え 　25.5（19.2） 砂糖 はんぺん、昆布 バナナ 　26.1（19.7） 片栗粉 ベーコン キャベツ 牛乳

ご飯、もやしの味噌汁 　599 （516） 精白米 かれい、バター レモン、人参 牛乳 今川焼き のりご飯、豆腐の味噌汁 　581 （455） 精白米 ほっけ ブロッコリー ほうじ茶 ピーナッツクリームサンド

８　（木） かれいの照り焼き 　27.2（23.7） さつま芋 ベーコン チンゲン菜 せんべい、果物 ほっけの塩焼き、里芋のそぼろ煮 　27.0（20.6) 里芋 鶏肉、豆腐 人参、もやし せんべい ビスケット、果物

さつま芋のレモン煮、チンゲン菜ソテー 　15.4（15.3） 生揚げ しめじ、もやし 牛乳 ブロッコリーのごま和え 　19.1（14.4） 食パン わかめ、味噌 コーン 牛乳

ロールパン、ポトフ 　552 （481） ロールパン 卵、ハム 玉ねぎ、人参 牛乳 すいとん ご飯、大根の味噌汁 608 (523) 精白米 豚肉、卵 ごぼう、きゅうり 牛乳 スティックパイ

９　（金） スパニッシュオムレツ 　24.8（21.9） じゃが芋 チーズ、ツナ きゅうり、水菜 野菜ジュース ポークカツ、ごぼうサラダ 21.2(19.2) パン粉 油揚げ 人参、トマト 果物

オニオンサラダ、果物 　21.2（19.7） すいとん粉 ウインナー キャベツ、大根 トマト 26.9(24.0) パイ皮 味噌 大根 牛乳

焼鳥丼 　613 （534） 精白米 鶏肉 ねぎ プリン ドーナッツ ふりかけご飯、キャベツのスープ 　613 （494） 精白米 鮭、バター 玉ねぎ、人参 バナナ チーズケーキ

１０（土） なめこの味噌汁 　22.7（20.6） のり 豆腐 レタス ミニゼリー 鮭のムニエル、具沢山卵焼き 　24.5（18.8) じゃが芋 卵、ベーコン キャベツ 牛乳

果物 　21.1（19.3） 味噌 なめこ 牛乳 ミニゼリー 　26.4（19.9） 砂糖 チーズ 干し椎茸

ご飯、卵のスープ 　582 （455） 精白米 鶏肉、ツナ 人参、レタス ほうじ茶 ココアケーキ

12(月) タンドリーチキン 　23.0（17.6） カレー粉 ヨーグルト きゅうり、トマト せんべい 果物 ２９(木) 昭和の日

海藻サラダ、トマト 　23.9（17.9） ココア わかめ、卵 玉ねぎ 牛乳

たけのこご飯、麩のすまし汁 　553 （482） 精白米 鶏肉、さば 筍、みつば 牛乳 焼そばパン 【宮城県の郷土料理】 　561 （487） 精白米 鶏肉 人参、玉ねぎ 牛乳 ナポリタンうどん

１３（火） 鯖のみそ焼き、野菜炒め 　22.0（19.8） 麩 油揚げ 人参、キャベツ 果物 ３０(金) 油麩丼 　22.7（20.4) 油麩 卵 干し椎茸、ねぎ 野菜ジュース

かぼちゃの甘煮 　11.7（12.6） 中華麺 魚肉ソーセージ かぼちゃ、もやし 野菜ジュース 果物 　8.9（10.4） 乾うどん ウインナー ピーマン

ポークカレーライス 　613 （509） 精白米 豚肉 人参、玉ねぎ ゼリー 甘辛団子 都合により献立が変更になることがあります。ご了承ください。　　1食あたりの平均塩分量　以上児：2.3ｇ　未満児：1.8ｇ

１４（水） フルーツヨーグルト 　16.7（14.2） じゃが芋 ヨーグルト もも缶、みかん缶 牛乳

　22.2（16.6） カレールウ 豆腐 バナナ 今月の食育予定

わかめご飯、かぶの味噌汁 549 (479) 精白米 赤魚、卵 玉ねぎ、人参 牛乳 チーズドック ４/１５(木)　５歳児　箸指導

１５（木） 赤魚煮、炒り豆腐 27.4(23.8) 調合油 豆腐、鶏肉 きゅうり、かぶ 果物

たくあんときゅうりの漬け物 17.4(16.8) 砂糖 チーズ、味噌 小松菜、大根 牛乳

ご飯、椎茸のスープ 　577 （500） 精白米 はんぺん キャベツ、人参 牛乳 ババロア

１６（金） チーズはんぺんフライ 　17.2（16.2） パン粉 チーズ、卵 きゅうり、アスパラ クッキー

キャベツとアスパラのサラダ、ミニケーキ 　22.9（21.0） 調合油 ハム、牛乳 キャベツ、コーン

卵とじうどん 　572 （476） 乾うどん 鶏肉 人参、玉ねぎ ヨーグルト カスタードケーキ

１７（土） 果物 　20.9（18.7） 卵 みつば ミニゼリー

　21.9（16.6） 油揚げ 干し椎茸 牛乳

令和３年　４月　　予定献立表　　　太陽認定こども園

２６（月）

２７(火)

２８（水）

≪旬の食材≫
アスパラ、キャベツ、グリンピース、かぶ、

そらまめ、にら、レタス、ひじきなど

今年度は献立に『日本の郷土料理』を取り入

れていきたいと思います。４月の献立には宮城県

の郷土料理である【油麩丼】を３０日(金)に予定

しています。

油麩とは、宮城県北部と岩手県南部の地域で

食べられている、油で揚げた麩のことです。

油麩丼については給食だよりの春号で紹介し

ますので、どうぞご参照ください。

今年度の献立について


