
献立名

１０時のおやつ／３時のおやつ

玉ねぎ,ピーマン,にんにく 米,サラダ油,上白糖,ごま油,ごま 醤油,料理酒 ・せんべい

給食予定献立表 2023年4月 認定こども園あおぞら北

ざ　い　り　ょ　う
赤◇　　血や肉になるもの

せんべい
･白菜のおかか和え かつお節 白菜,人参 醤油 ･麦茶 麦茶
･焼き肉丼 豚肉

･牛乳 牛乳
･みそ汁 かつお節,味噌,油揚げ だし昆布,大根,葉だいこん ・バウムクーヘン

米 ・ビスコ

バウムクーヘン

ビスコ
･ﾃﾞﾐｸﾞﾗｽハンバーグ ハンバーグ デミグラスソース ･牛乳 牛乳
･ごはん

･牛乳 牛乳
･スパゲティサラダ ハム きゅうり,人参 スパゲティ マヨネーズ風,塩 ･お麩ラスク

人参,玉ねぎ,福神漬 米,じゃが芋,サラダ油 カレーフレーク,トマトケチャップ ･ふかしかぼちゃ

麩,バター,上白糖
･ミネストローネスープ ベーコン 玉ねぎ,キャベツ,人参,ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ じゃが芋,上白糖 トマトケチャップ,コンソメ

かぼちゃ
･エビと花野菜サラダ エビ ブロッコリー,カリフラワー ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ･牛乳 牛乳
・カレーライス 豚肉

上白糖
・ヨーグルト ヨーグルト ･フルーツポンチ

･麦茶

ﾌﾙｰﾂｶｸﾃﾙ缶,バナナ,パイン缶,みかん缶

麦茶
･ごはん 米 ・ウエハース カルシウムウエハース

･コーンフレーク コーンフレーク
･鶏のから揚げ 鶏肉 しょうが,にんにく 片栗粉,小麦粉,サラダ油 醤油,みりん風 ･牛乳

だし昆布,白菜,ほうれん草,しめじ ･牛乳

牛乳
･コールスローサラダ キャベツ,きゅうり,人参,コーン マヨネーズ風

牛乳
･清見オレンジ 清見ｵﾚﾝｼﾞ
･みそ汁 かつお節,味噌

・リンゴジュース りんごジュース
･けんちんうどん 豚肉,木綿豆腐 ごぼう,人参,大根,しめじ,長ねぎ うどん,さといも,上白糖 塩,醤油,みりん風 ・星食べよ

バナナ ・菜めしおにぎり

星食べよ
・エビシューマイ シューマイ 醤油

米,菜めし
･麦茶 麦茶

･バナナ

･麦茶 麦茶
･ごはん 米 ・せんべい

ほうれん草,人参 ごま,上白糖 醤油 ・かっぱえびせん

せんべい
･厚揚げのオイスター炒め 豚肉,絹厚揚げ キャベツ,玉ねぎ,ピーマン サラダ油,上白糖,片栗粉 醤油,オイスターソース

かっぱえびせん
･中華スープ コーン,ちんげん菜,白菜 丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,醤油 ・アンパンマンジュース ぶどうとりんごジュース
･ほうれん草の胡麻和え

･牛乳 牛乳
･ごはん 米 ・マリービスケット

白菜,人参 醤油 ･きなこドーナッツ

マリー
･豚肉の生姜焼き 豚肉 玉ねぎ,しょうが サラダ油,上白糖 醤油,みりん風

ホットケーキミックス,豆乳,サラダ油

・みそ汁 味噌,かつお節 玉ねぎ,きぬさや じゃが芋 きな粉,上白糖
･白菜の納豆和え 納豆

・アンパンマンせんべい アンパンマンせんべい
･牛乳

玉ねぎ,人参,ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ じゃが芋,サラダ油 シチュー顆粒 ･麦茶

牛乳
･ロールパン バターロール

麦茶
･マカロニサラダ ハム きゅうり,人参 マカロニ マヨネーズ風,塩 ･焼きうどん うどん,豚肉,玉ねぎ,人参,サラダ油

･シチュー 鶏肉,牛乳

･麦茶 麦茶
･デコポン デコポン

米 ･チーズ

醤油,みりん風,かつお節,あおさ

チーズ
･ポークチャップ 豚肉 玉ねぎ,ﾏｯｼｭﾙｰﾑ,ブロッコリー サラダ油,上白糖 塩,コンソメ,トマトケチャップ ・リンゴジュース りんごジュース
･ごはん

牛乳,ﾒｰﾌﾟﾙﾌﾚｰﾊﾞｰｼﾛｯﾌﾟ
･シーザーサラダ ハム レタス,サニーレタス,きゅうり ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ,クルトン ・ホットケーキ

･牛乳

ホットケーキミックス,サラダ油,卵

･コンソメスープ キャベツ,玉ねぎ,人参 コンソメ,塩
牛乳

･ごはん 米 ・カルシウムせんべい カルシウムせんべい

･プリン プリンの素,牛乳,上白糖
･魚のコーンマヨ焼き さけ コーン サラダ油 マヨネーズ風 ･牛乳

だし昆布,ごぼう,大根,人参,長ねぎ さといも,サラダ油 ･麦茶

牛乳
･キャベツの塩こんぶ和え 塩ふき昆布 キャベツ,人参 ごま油

麦茶
･バナナ バナナ
･豚汁 かつお節,味噌,豚肉

･麦茶 麦茶
･ごはん 米 ･スティック人参

きゅうり,人参 はるさめ,上白糖 醤油,酢 ･フライドポテト

人参,塩
･マーボー豆腐 木綿豆腐,豚ひき肉 玉ねぎ,長ねぎ,しいたけ,人参,にんにく,しょうが サラダ油,片栗粉 醤油,麻婆味ソース

ストレートポテト,サラダ油,塩

･野菜スープ ちんげん菜,白菜,しめじ 丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,醤油 ･牛乳 牛乳
・春雨サラダ ハム

・せんべい せんべい
・ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ ﾙﾋﾞｰｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ

キャベツ,玉ねぎ,人参,ピーマン サラダ油 かつおだし,塩,醤油 ･麦茶
･チャーハン 鶏ひき肉 玉ねぎ,長ねぎ,ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ 米,サラダ油,ごま油 丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,塩,醤油

麦茶
･わかめスープ わかめ,長ねぎ ごま 丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,醤油,塩 ･メロンパン メロンパン
･ウインナーと野菜の炒め物 ウィンナー

・ぱりんこ ぱりんこ
･牛乳

サラダ油 西京漬け用みそ ･麦茶

牛乳
･ごはん 米

麦茶
･ひじきの煮物 芽ひじき,油揚げ,大豆,かつお節 人参,だし昆布 サラダ油,上白糖,ごま油 醤油,みりん風 ･ナゲット チキンナゲット,サラダ油
･魚の西京焼き さわら

・リンゴジュース りんごジュース
･すまし汁 かつお節 だし昆布,えのき,糸みつば 麩 醤油,塩

白菜,人参,コーン,長ねぎ 中華麺,ごま油 ラーメンスープ,丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,塩 ・セサミビスケット

トマトケチャップ
･清見オレンジ 清見ｵﾚﾝｼﾞ

セサミビスケット
・ぎょうざ 餃子 醤油 ･牛乳 牛乳
･しょうゆラーメン チャーシュー

･麦茶 麦茶
･パイナップル パイン ・わかめおにぎり

玉ねぎ,ﾏｯｼｭﾙｰﾑ,ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ 米,サラダ油 トマトケチャップ,トマトケチャップ ･ふかしさつま芋

米,わかめご飯の素

さつま芋
･ポテトサラダ ハム きゅうり,人参 じゃが芋 マヨネーズ風,塩 ･牛乳 牛乳
･オムライス 鶏肉,ｵﾑﾗｲｽｼｰﾄ

ホイップクリーム,いちごｼﾞｬﾑ

･コーンスープ ｺｰﾝｸﾘｰﾑｽｰﾌﾟ,牛乳 コーン ・ショートケーキ

･牛乳

いちごショートケーキ
・ゼリー りんごゼリー

牛乳
･ごはん 米 ・ぽたぽた焼き ぽたぽた焼き

･ピザトースト 食パン,玉ねぎ,ウィンナー,ピーマン

･厚揚げと筍の旨煮 絹厚揚げ,豚肉 白菜,玉ねぎ,筍,人参,しめじ,きぬさや サラダ油,上白糖 醤油,みりん風 ･麦茶

だし昆布,キャベツ,もやし,人参

麦茶
･青菜のしらす和え しらす干し 小松菜,ほうれん草 醤油

コーン,トマトケチャップ,チーズ

･オレンジ オレンジ ･牛乳 牛乳
･みそ汁 かつお節,味噌

･牛乳 牛乳
･ごはん 米 ・たべっこどうぶつ

キャベツ ･チーズ蒸しパン

たべっ子どうぶつ
･とんかつ トンカツ サラダ油 中濃ソース

ホットケーキミックス,チーズ,牛乳

･トマト トマト 上白糖
･キャベツ

・せんべい せんべい
･みそ汁 かつお節,味噌,木綿豆腐 だし昆布,なめこ,長ねぎ ･牛乳

玉ねぎ,人参,キャベツ じゃが芋 コンソメ,塩 ･麦茶

牛乳
･ロールパン バターロール

麦茶
･ツナとブロッコリーのサラダ ツナフレーク水煮 ブロッコリー,人参 上白糖,サラダ油 酢 ・ミニたい焼き たい焼き
･ポトフ ウインナー

・ばかうけ ばかうけ
・ヨーグルト ヨーグルト ･牛乳

キャベツ,玉ねぎ,ピーマン,にんにく,しょうが サラダ油,上白糖 回鍋肉用ソース,醤油 ・リンゴジュース

牛乳
･ごはん 米

りんごジュース
･ナムル もやし,人参,きゅうり ごま油 醤油,酢 ･じゃがバター じゃが芋,バター,パセリ
･ホイコーロー 豚肉

・クラッカー ルヴァンクラッカー
･中華スープ ほうれん草,人参,玉ねぎ じゃが芋 丸鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟ,醤油 ･牛乳

レタス,サニーレタス,きゅうり 上白糖 酢,醤油 ･牛乳

牛乳
･ナポリタン ウィンナー 玉ねぎ,コーン,ﾏｯｼｭﾙｰﾑ,ピーマン スパゲティ,サラダ油 塩,トマトケチャップ

牛乳
･コンソメスープ ベーコン キャベツ,玉ねぎ,人参 コンソメ,塩 ・鮭おにぎり 米,鮭フレーク,ごま
･海藻サラダ 海藻ミックス

･バナナ バナナ
･オレンジ オレンジ ･麦茶

にんにく 醤油,みりん風 ･麦茶

麦茶
･菜めしごはん 菜めし 米

麦茶
･切干大根の煮物 油揚げ,かつお節 切干大根,人参,だし昆布,いんげん 上白糖 醤油,みりん風 ･薄皮クリームパン クリームパン
･鶏肉のうまだれ焼き 鶏肉

・星食べよ 星食べよ
・みそ汁 わかめ,味噌,かつお節 長ねぎ 麩 ･牛乳

レタス,サニーレタス,きゅうり,人参 上白糖,サラダ油 酢,塩 ･麦茶

牛乳
・ハヤシライス 豚肉 玉ねぎ,ﾏｯｼｭﾙｰﾑ,ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 米,サラダ油 デミグラスソース,ハヤシフレーク

麦茶
・グレープフルーツ ﾙﾋﾞｰｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ ･クッキー 小麦粉,バター,上白糖,卵
･フレンチサラダ チーズ

・ウエハース カルシウムウエハース
･牛乳

サラダ油 中濃ソース ･牛乳

牛乳
･ごはん 米

牛乳
･かにとキャベツのドレ和え かにかま キャベツ,きゅうり,コーン ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ･フルーツヨーグルト バナナ,ﾌﾙｰﾂｶｸﾃﾙ缶,パイン缶,みかん缶

･ハムカツ ハムかつ

麦茶
・みそ汁 木綿豆腐,味噌,かつお節 えのき,万能ねぎ

炭水化物 ｶﾙｼｳﾑ 食塩相当量

ヨーグルト
・パイナップル パイン ･麦茶

21.9 g   24.1 g　 88.2 g   225 mg  

献立種類 平均栄養価

栄養素 ｴﾈﾙｷﾞｰ 蛋白質 脂質

2.1 g 　

未満児 509 kcal 17.4 g          19.4 g   70.6 g   179 mg  1.７ g 　

以上児 636 kcal
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その他
魚類・肉類・豆類・乳類・卵類 野菜類・藻類・くだもの類 穀類・油脂類・砂糖類・いも類 献立名 ざいりょう

緑◇　からだの調子を整えるもの 黄◇　力や体温となるもの


