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麦茶 麦茶

・米　２合

・ささげ　30ｇ

・水２合の線ぐらい（410ｍｌ）

③炊飯器に①の米を入れ、②の煮汁、水を合
わせて２合半の線に合わせて入れる。軽くか
き混ぜ、上に②のささげを広げて、炊く。

①もち米と米を合わせてとぎます。ザルにあ
けて水をきります。

②洗ったささげと1Lの水をなべにいれて１
５分煮る。煮えたら、ザルで汁と豆を分けて
おく。

お赤飯の作り
方

おにぎり（ツナ
昆布）

牛乳 煮干し　牛乳 いわし(煮干し)

さつま芋　黒ゴマ　砂糖　しょうゆ　油

鶏もも肉（皮付き）　しょうが　しょうゆ　片栗
粉　油　さつまいも紅あずま　にんじん　だいず

（乾）　きび砂糖　しょうゆ　酒

さつまいもと
大豆の煮もの

春雨の炒め物

④炊けたら、ざっくり混ぜて、ゴマ塩を振っ
て食べる。

七分つき米　ツナ油漬缶　塩こんぶ きな粉サンド 食パン　マーガリン　きび砂糖　きな粉

・黒ゴマ、塩

　新入の子どもたちも４月初めは泣いて登園という姿もありましたが、日中はクラスの中
で安心して過ごせている様子です。給食の方も新学期は食べやすさを中心に献立を
考えています。たいようぐみでは、一番大きいクラスになったお祝いの手巻き寿司パー
ティをしました。たいようぐみになったら食べられると、楽しみにいていた子どもたち。かじ
きの竜田揚げと、照り焼き、キュウリの具で、のりの上にご飯、具をのせて、たくさん巻い
て食べました。はじめは１人４～５枚ののりで用意していましたが、またさらにおかわりし
て、たくさん食べました。他のクラスも、水遊びや泥あそび、お散歩など元気に遊び、よ
く食べる中で食欲が育ち、意欲にもつながっていきます。これからの成長が楽しみです
ね。

🍎今月の果物は、みしょうかん、デコポン、りんご、メロン、スイカなど季節のものを出す

予定です。

・もち米　１合

豚肉(ばら)　はるさめ　たまねぎ　にんじん　
ピーマン　干ししいたけ　たけのこ（ゆで）　に
んにく　しょうが　しょうゆ　鳥がらだし　野菜

ブイヨン　食塩　油　ごま油
果物　麦茶 果物　麦茶

ごはん 七分つき米

冷やしうどん
ゆでうどん　焼きのり　きゅうり　こんぶ（だし
用）　かつお節　いわし(煮干し)　きび砂糖　食

塩　しょうゆ

具だくさん汁 鶏糸切り肉　にんじん　だいこん　たまねぎ　こ
まつな　みそ　さつまいも紅あずま　だし節

30 せんべい 31 せんべい

牛乳 麦茶
スナップエンド
ウ　牛乳

スナップえんどう   塩 おやつ昆布 牛乳 牛乳 牛乳

豆乳蒸しパン 小麦粉　ベーキングパウダー　きび砂糖　油　調
製豆乳　だいず（乾）

シュガートー
スト　牛乳

食パン　マーガリン　きび砂糖
高野豆腐のラ
スク

凍り豆腐　マーガリン　きび砂糖
ミートマカロ
ニ

マカロニ　豚ひき肉　たまねぎ　にんじん　ケ
チャップ　食塩 五平もち

豚汁

かぼちゃ　きび砂糖　食塩 五目豆　麦茶
だいず（乾）　こんぶ（だし用）　こんにゃく　
にんじん　ごぼう　れんこん　きび砂糖　しょう
ゆ　本みりん　いんげん

果物　麦茶

七分つき米　水　みそ　きび砂糖　しょうゆ お菓子

豚肉(もも)　だいこん　にんじん　ごぼう　じゃ
がいも　木綿豆腐　油揚げ　だし節　みそ

切り干し大根 切り干しだいこん　にんじん　油揚げ　油　本み
りん　しょうゆ　きび砂糖　食塩 果物　麦茶

千切りキャベ
ツ　麦茶

キャベツ
かぼちゃの甘
煮

鶏もも肉（皮付き）　しょうゆ　しょうが　油　
片栗粉

鮭のバター醤
油焼き

さけ　しょうゆ　みりん　バター

沢煮椀　麦茶
豚肉(ばら)　にんじん　ごぼう　たけのこ（ゆ
で）　だいこん　干ししいたけ　しょうゆ　食塩　
だし節　油　こまつな

ワンタンスー
プ

豚ひき肉　たまねぎ　にんじん　もやし　ねぎ　
ワンタンの皮　食塩　しょうゆ　野菜ブイヨン

さばのパン粉
焼き

さば 　マヨネーズ　塩　パン粉　青のり
ポークビーン
ズ

新じゃがのコ
ロッケ

じゃがいも　豚ひき肉　たまねぎ　コーン缶　に
んじん　干ししいたけ　食塩　小麦粉　水　パン
粉　油　中濃ソース

鶏のからあげ

赤飯　果物 七分つき米　もち米　水　ささげ（乾）　食塩　
黒ごま ごはん　果物 七分つき米

豚汁　麦茶 豚肉(もも)　だいこん　にんじん　ごぼう　じゃ
がいも　こんにゃく　木綿豆腐　だし節　みそ 野菜スープ 豚肉　たまねぎ　にんじん　キャベツ　もやし　

塩　野菜ブイヨン みそ汁　果物 はくさい　油揚げ　みそ　煮干だし汁

ごはん　果物 七分つき米 バターピラフ 七分つき米　鶏ひき肉　たまねぎ　にんじん　
コーン缶　マーガリン　食塩　野菜ブイヨン わかめごはん 七分つき米　炊き込みわかめ

26 クラッカー 27 せんべい 28 せんべい23 ボーロ 24 せんべい 25 せんべい

煮干し　牛乳 いわし(煮干し) チーズ　牛乳 麦茶そら豆　牛乳 そらまめ　食塩 牛乳 牛乳 牛乳

じゃがもち じゃがいも　片栗粉　油　きび砂糖　しょうゆ
おにぎり          
（おかか）

七分つき米　かつお節　しょうゆ　食塩 お菓子

果物　麦茶 果物　麦茶

黒糖わらびも
ち

黒糖　片栗粉　きび砂糖　きな粉 芋けんぴ さつまいも　油　しょうゆ　きび砂糖　いりごま お好み焼き 小麦粉　キャベツ　豚ひき肉　ながいも　油　水　
かつお節　中濃ソース

酢の物　麦茶
きゅうり　食塩　生わかめ　じゃこ　きび砂糖　
酢 コールスロー 果物　麦茶 果物　麦茶キャベツ　きゅうり　にんじん　コーン缶　食塩　

酢　きび砂糖　油

木綿豆腐　鶏ひき肉　ながいも　れんこん　ねぎ　
いりごま　酒　しょうゆ　食塩　こしょう　片栗
粉　きび砂糖　しょうゆ　みりん　酒　片栗粉　
水

豚レバー　牛乳　しょうが　にんにく　酒　しょ
うゆ　片栗粉　油　ケチャップ　中濃ソース　き
び砂糖

ひじきのサラダ
ツナ油漬缶　ひじき　レタス　キャベツ　きゅう
り　きび砂糖　酢　しょうゆ　ごま油　コーン缶 野菜スープ 豚肉(もも)　玉ねぎ　人参　じゃが芋　キャベツ　

食塩　野菜ブイヨン

豆腐とわかめ
のスープ

木綿豆腐　生わかめ　しょうゆ　こんぶ（だし
用）　かつお節　食塩

シチュー　麦
茶

鶏糸切り肉　たまねぎ　にんじん　じゃがいも　
はくさい　しめじ　油　牛乳　マーガリン　油　
小麦粉　食塩　野菜ブイヨン　こしょう

みそ汁

豚肉とじゃが
芋の甘辛炒め

豚肉(もも)　豚肉(ばら)　じゃがいも　にんじん　
油　酒　しょうゆ　きび砂糖　油

レバーのナポ
リ風

豆腐の揚げ団
子

21 せんべい

ごはん　果物 七分つき米 食パン　果物 食パン 五目鶏飯 米　鶏糸切り肉　人参　ごぼう　油揚げ　干しし
いたけ　油　砂糖　塩　酒　しょうゆ　いんげん

18 胚芽クッキー 19 せんべい 20 せんべい

牛乳 牛乳 牛乳 麦茶

五平もち 七分つき米　水　みそ　きび砂糖　しょうゆ お菓子

スナップエン
ドウ　牛乳

スナップえんどう   塩 おやつ昆布 牛乳

果物　麦茶

豆乳蒸しパン
小麦粉　ベーキングパウダー　きび砂糖　油　調
製豆乳　だいず（乾）

シュガートー
スト　牛乳

食パン　マーガリン　きび砂糖
おにぎり　　
（ツナ昆布）

七分つき米　ツナ油漬缶　塩こんぶ
ミートマカロ
ニ

マカロニ　豚ひき肉　たまねぎ　にんじん　ケ
チャップ　食塩

豚汁 豚肉(もも)　だいこん　にんじん　ごぼう　じゃ
がいも　木綿豆腐　油揚げ　だし節　みそ

切り干し大根 切り干しだいこん　にんじん　油揚げ　油　本み
りん　しょうゆ　きび砂糖　食塩 果物　麦茶 果物　麦茶

かぼちゃの甘
煮

かぼちゃ　きび砂糖　食塩 五目豆　麦茶
だいず（乾）　こんぶ（だし用）　こんにゃく　
人参　ごぼう　れんこん　砂糖　しょうゆ　みり
ん　いんげん

ワンタンスー
プ

豚ひき肉　玉ねぎ　人参　もやし　ねぎ　ワンタ
ンの皮　食塩　しょうゆ　野菜ブイヨン

さばのパン粉
焼き

さば 　マヨネーズ　塩　パン粉　青のり
ポークビーン
ズ

大学芋 鶏のからあげ 鶏もも肉（皮付き）　しょうゆ　しょうが　油　
片栗粉

鮭のバター醤
油焼き

さけ　しょうゆ　みりん　バター

赤飯　果物 七分つき米　もち米　水　ささげ（乾）　食塩　
黒ごま ごはん　果物 七分つき米

豚汁　麦茶 豚肉(もも)　大根　人参　ごぼう　じゃが芋　こ
んにゃく　豆腐　だし節　米みそ 野菜スープ 豚肉　たまねぎ　にんじん　キャベツ　もやし　

塩　野菜ブイヨン 沢煮椀　麦茶 豚肉(ばら)　人参　大根　ごぼう　竹の子　干し
いたけ　しょうゆ　食塩　だし節　油　こまつな

ごはん　果物 七分つき米 バターピラフ 七分つき米　鶏ひき肉　たまねぎ　にんじん　
コーン缶　マーガリン　食塩　野菜ブイヨン ゆでうどん　豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　

こまつな　油揚げ　だし節　油　きび砂糖　食塩　
しょうゆ

だいず（乾）　豚肉(肩ロース)　じゃが芋　玉ね
ぎ　人参　ホールトマト缶詰　野菜ブイヨン　食

塩　ケチャップ　砂糖　油　マーガリン

16 せんべい 17 せんべい

12 クラッカー 13 せんべい 14 せんべい9 せんべい 10 せんべい 11 せんべい

チーズ　牛乳 麦茶
きゅうりのしょ
うゆ漬け

きゅうり　食塩　しょうゆ　きび砂糖

おにぎり          
（おかか）

七分つき米　かつお節　しょうゆ　食塩 お菓子

果物　麦茶 果物　麦茶

焼きいも　　
牛乳

さつまいも紅あずま

かぶの甘酢漬
け　麦茶

かぶ　食塩　きび砂糖　酢

豚肉とじゃが
芋の甘辛炒め

豚肉(もも)　豚肉(ばら)　じゃがいも　にんじん　
油　酒　しょうゆ　きび砂糖　油

ごはん　果物 七分つき米

豆腐とわかめ
のスープ

5 6 せんべい

豆腐　わかめ　しょうゆ　　かつお節　食塩

生姜焼き　　　
ごはん

七分つき米　豚肉(ばら)　豚肉(もも)　しょうが　
しょうゆ　いりごま　ごま油

土曜日

カレーライス
七分つき米　豚肉(もも)　玉ねぎ　人参　じゃが

芋　かぼちゃ　にんにく　油　カレー粉　ケ
チャップ　中濃ソース　カレールウ　食塩　野菜

ブイヨン

キャベツとコー
ンのスープ

キャベツ　コーン缶　塩ブイヨン 野菜スープ 豚肉(もも)　玉ねぎ　人参　じゃが芋　キャベツ　
食塩　野菜ブイヨン

7

バターピラフ

せんべい

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

2 ビスケット 3 4

七分つき米　豚肉(ばら)　豚肉(もも)　しょうが　
しょうゆ　いりごま　ごま油

苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

七分つき米　鶏ひき肉　玉ねぎ　人参　コーン缶　
マーガリン　食塩　野菜ブイヨン

だいず（乾）　豚肉(肩ロース)　じゃが芋　玉ね
ぎ　人参　ホールトマト缶詰　野菜ブイヨン　食

塩　ケチャップ　砂糖　油　マーガリン

肉うどん

カレーライス
七分つき米　豚肉(もも)　玉ねぎ　人参　じゃが

芋　かぼちゃ　にんにく　油　カレー粉　ケ
チャップ　中濃ソース　カレールウ　食塩　野菜

ブイヨン

ごはん 七分つき米

金曜日

具だくさん汁 鶏糸切り肉　にんじん　だいこん　たまねぎ　こ
まつな　みそ　さつまいも紅あずま　だし節

春雨の炒め物 豚肉(ばら)　はるさめ　たまねぎ　にんじん　
ピーマン　干ししいたけ　たけのこ（ゆで）　に
んにく　しょうが　しょうゆ　鳥がらだし　野菜

ブイヨン　食塩　油　ごま油

給食だより ※献立は、発注の関係などで変更する場合があります。※午前中のおやつは、栄養価の関係から、ふたば、つくし、たんぽぽに出しています。

バターピラフ 七分つき米　鶏ひき肉　たまねぎ　にんじん　
コーン缶　マーガリン　食塩　野菜ブイヨン

大根　なめこ　みそ　煮干だし汁

生姜焼き　　　
ごはん




