
                                                            　　　　　　　　　　　　給食献立表給食献立表給食献立表給食献立表
こでまり保育園赤色 黄色午前未満児のみ 午後 血や肉を作る食品 体温となる食品2 五目うどん チーズ 蒸しパン 油揚げ うどん 人参 しいたけ りんご ごはん567Cal ウインナー天ぷら りんご ウインナー 小麦粉 ミニトマト 長ネギ 大根とツナの煮物トマトサラダ スキムミルク スキムミルク 白菜 ワカメサラダ　　味噌汁3 いちごパン　　　　新じゃがスープ スキムミルク おにぎり ひき肉 パン キャベツ 玉ねぎ わかめ ごはん681Cal ハンバーグ　　　　　　　 味噌汁 ベーコン ごはん 人参 きゅうり しいたけ 鱈の塩焼きカリカリベーコンサラダ じゃが芋 サヤエンドウ いちご きゅうりもみ　お吸い物4 親子丼 お魚ソーセージ クッキー 鶏肉 ごはん しめじ しいたけ えのき キーマーカレーライス502Cal 野菜の浅漬け バナナ 牛乳 クッキー 長ネギ 玉ねぎ キャベツ ポテトサラダきのこ味噌汁 牛乳 卵 人参 きゅうり バナナ 福神漬け5 ごはん　　　　　なめこの味噌汁 いわしっこ 新じゃがの煮物 鰆　　豆腐 じゃが芋 なめこ 人参 生姜 ナポリタン551Cal 鰆のからあげ　　　たくあん オレンジ 納豆 ごはん 長ネギ 大根 オレンジ たまごサラダ小松菜の納豆和え スキムミルク スキムミルク 小松菜 コンソメスープ6 ロールパン　　　　いちご スキムミルク 春キャベツサラダ ウインナー パン 大根 きゅうり 玉ねぎ チャーハン672Cal 春野菜のポトフ お魚ソーセージ ソーセージ じゃが芋 キャベツ いちご アスパラベーコン炒め切り干し大根サラダ 麦茶 ハム 人参 サヤエンドウ 中華スープ7 ふりかけごはん　　サラダ プチお菓子 パン ひき肉 ごはん 玉ねぎ きゅうり ゼリー500Cal 肉だんご　　　　　プチゼリー 牛乳 牛乳 人参 キャベツ9 焼うどん　　　　パイナップル チーズ ツナサンド ツナ缶 うどん きゅうり キャベツ 玉ねぎ ごはん519Cal もろきゅう スキムミルク 豚肉 人参 わかめ 長ネギ 鮭のバター焼きわかめスープ スキムミルク パイン 三色酢の物　　味噌汁10 　　　進級進級進級進級おおおお祝祝祝祝いいいい膳膳膳膳 スキムミルク ケーキ ささ身         卵 ケーキ サヤエンドウ 人参 もずく ごはん579Cal お花ごはん　　　ささ身フライ 牛乳 牛乳 ごはん キャベツ 長ネギ 野菜炒め☆もずくスープ　カップゼリー いちご 春雨サラダ　　味噌汁11 ポークカレーライス お魚ソーセージ 三色ゼリー 豚肉 さつま芋 人参 バナナ もも缶 ☆ひじきご飯601Cal さつま芋サラダ バナナ 牛乳 じゃが芋 玉ねぎ パイン缶 ゼリー 高野豆腐煮火月
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601Cal さつま芋サラダ バナナ 牛乳 じゃが芋 玉ねぎ パイン缶 ゼリー 高野豆腐煮フルーツポンチ 牛乳 ごはん きゅうり みかん缶 青菜のお浸し　味噌汁12 しらすごはん　　　大根の味噌汁 いわしっこ ホットケーキ 鮭　　油揚げ ごはん 大根 長ネギ ふき 肉うどん547Cal 鮭の甘酢あんかけ りんご スキムミルク 小麦粉 玉ねぎ 人参 しめじ さつま芋天ぷらふきのおかか和え スキムミルク しらす サヤエンドウ りんご ミニトマト13 食パン　　　　　　　オレンジ スキムミルク いなりずし 豚肉 パン　　マカロニ キャベツ チキンライス623Cal ☆豚肉の春野菜煮　　コンソメスープ ほうじ茶 油揚げ ごはん 人参 パスタサラダマカロニサラダ ハム じゃが芋 サヤエンドウ コーンスープ14 混ぜご飯　　　お浸し プチお菓子 パン 白身魚 ごはん 青菜500Cal 魚の煮付け　　味噌汁 牛乳 牛乳 人参16 五目うどん チーズ 蒸しパン 油揚げ うどん 人参 しいたけ りんご ごはん567Cal ウインナー天ぷら りんご ウインナー 小麦粉 ミニトマト 長ネギ レタス 大根とツナの煮物トマトサラダ スキムミルク スキムミルク 白菜 サヤエンドウ ワカメサラダ　　味噌汁17 いちごパン　　　　新じゃがスープ スキムミルク おにぎり ひき肉 パン キャベツ 玉ねぎ わかめ ごはん681Cal ハンバーグ　　　　　　　 味噌汁 ベーコン ごはん 人参 きゅうり いちご 鱈の塩焼きカリカリベーコンサラダ じゃが芋 サヤエンドウ しいたけ きゅうりもみ　お吸い物18 親子丼 お魚ソーセージ クッキー 鶏肉 ごはん しめじ しいたけ えのき キーマーカレーライス502Cal 野菜の浅漬け バナナ 牛乳 クッキー 長ネギ 玉ねぎ キャベツ ポテトサラダきのこ味噌汁 牛乳 卵 人参 きゅうり バナナ 福神漬け19 ごはん　　　　　なめこの味噌汁 いわしっこ 新じゃがの煮物 鰆　　豆腐 じゃが芋 なめこ 人参 生姜 ナポリタン551Cal 鰆のからあげ　　　たくあん オレンジ 納豆 ごはん 長ネギ 大根 オレンジ たまごサラダ小松菜の納豆和え スキムミルク スキムミルク 小松菜 コンソメスープ20 ロールパン　　　　いちご スキムミルク 春キャベツサラダ ウインナー パン 大根 きゅうり 玉ねぎ チャーハン672Cal 春野菜のポトフ お魚ソーセージ ソーセージ じゃが芋 キャベツ いちご アスパラベーコン炒め切り干し大根サラダ 麦茶 ハム 人参 サヤエンドウ 中華スープ21 ふりかけごはん　　サラダ プチお菓子 パン ひき肉 ごはん 玉ねぎ きゅうり ゼリー500Cal 肉だんご　　　　　プチゼリー 牛乳 牛乳 人参 キャベツ23 焼うどん　　　　パイナップル チーズ ツナサンド ツナ缶 うどん きゅうり キャベツ 玉ねぎ ごはん519Cal もろきゅう スキムミルク 豚肉 人参 わかめ 長ネギ 鮭のバター焼きわかめスープ スキムミルク パイン 三色酢の物　　味噌汁24 麦ごはん　　　　白菜の味噌汁 スキムミルク 大学いも ささ身 ケーキ サヤエンドウ 人参 もずく ごはん

金
水木
月

土月
玉ねぎ　　　　トマト缶きゅうりオレンジ木水

土 もやし
火
金

しいたけ大根

24 麦ごはん　　　　白菜の味噌汁 スキムミルク 大学いも ささ身 ケーキ サヤエンドウ 人参 もずく ごはん558Cal 鱈の煮付け オレンジ 牛乳 ごはん キャベツ 長ネギ 野菜炒めひじきの煮物 牛乳 卵 いちご 春雨サラダ　　味噌汁25 ポークカレーライス お魚ソーセージ 三色ゼリー 豚肉 さつま芋 人参 バナナ もも缶 ☆ひじきご飯601Cal さつま芋サラダ バナナ 牛乳 じゃが芋 玉ねぎ パイン缶 ゼリー 高野豆腐煮フルーツポンチ 牛乳 ごはん きゅうり みかん缶 青菜のお浸し　味噌汁26 しらすごはん　　　大根の味噌汁 いわしっこ ホットケーキ 鮭　　油揚げ ごはん 大根 長ネギ ふき 肉うどん547Cal 鮭の甘酢あんかけ りんご スキムミルク 小麦粉 玉ねぎ 人参 しめじ さつま芋天ぷらふきのおかか和え スキムミルク しらす サヤエンドウ りんご ミニトマト27 食パン　　　　　　　オレンジ スキムミルク いなりずし 豚肉 パン キャベツ チキンライス623Cal ☆豚肉の春野菜煮　コンソメスープ ほうじ茶 油揚げ ごはん 人参 パスタサラダマカロニサラダ ハム じゃが芋 サヤエンドウ コーンスープ28 混ぜご飯　　　お浸し プチお菓子 パン 白身魚 ごはん 青菜500Cal 魚の煮付け　　味噌汁 牛乳 牛乳 人参
↓↓↓↓

しいたけ大根金 ☆印は新メニューです。   仕入れ等の都合により変更することがあります。　Cal、食材表示は昼食・おやつになります。土木 玉ねぎ　　　トマト缶きゅうりオレンジ
火水

給食給食給食給食だよりだよりだよりだより

4444月月月月のピックアップのピックアップのピックアップのピックアップ食材食材食材食材

・・・・サヤエンドウサヤエンドウサヤエンドウサヤエンドウ→→→→カロテンカロテンカロテンカロテン豊富豊富豊富豊富

・・・・海藻海藻海藻海藻→→→→おおおお腹腹腹腹のののの働働働働きをきをきをきを良良良良くするくするくするくする。。。。
・・・・○○○○○○○○○○○○→→→→ビタミンビタミンビタミンビタミンCCCC豊富豊富豊富豊富。。。。

３３３３月給食月給食月給食月給食のののの様子様子様子様子

このこのこのこの果物果物果物果物、、、、なななな～～～～んだんだんだんだ？？？？？？？？

ヒントヒントヒントヒント甘酸っぱい、真っ赤な果物だよ。今月のピックアップ食材
ひなひなひなひな祭祭祭祭りりりり給食給食給食給食くまクラスはくまクラスはくまクラスはくまクラスは、、、、おやつにおやつにおやつにおやつに雛雛雛雛おにぎりおにぎりおにぎりおにぎりをををを食食食食べましたべましたべましたべました。。。。

３３３３月月月月２２２２２２２２日日日日にににに年長年長年長年長

入園入園入園入園・・・・進級進級進級進級おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますおめでとうございます保育園では、安全でおいしく豊かな食事になるよう心を込めた手作りの給食を目指しています。新しい生活に慣れずに戸惑うことも多いと思います。給食でも初めて口にするもの、苦手なものが出たりしますが、少しずつ試していくうちに、食べられるようになります。お家でも給食の話題を取り入れてもらえると嬉しいです。今年度今年度今年度今年度のののの献立献立献立献立についてについてについてについて昨年度の嗜好調査より保護者の方の要望にありました「「「「魚魚魚魚メニューのメニューのメニューのメニューの増加増加増加増加」「」「」「」「和風和風和風和風のおのおのおのお惣惣惣惣菜菜菜菜」」」」をををを取取取取りりりり入入入入れましたれましたれましたれました。。。。また、「、「、「、「米飯希望米飯希望米飯希望米飯希望」」」」につにつにつについてはいてはいてはいては、、、、パンをパンをパンをパンを減減減減らしごらしごらしごらしご飯飯飯飯のののの日日日日をををを増増増増やしましたやしましたやしましたやしました。今年度も美味しい給食頑張ります！！　　　　　　　　　　　　　　　答え：いちご今月のピックアップ食材 ３３３３月月月月２２２２２２２２日日日日にににに年長年長年長年長さんのさんのさんのさんの卒園卒園卒園卒園をををを祝祝祝祝いいいい皆皆皆皆でででで祝祝祝祝いいいい膳膳膳膳をををを食食食食べましたべましたべましたべました。。。。 今年度も美味しい給食頑張ります！！担当：早川・植手・深澤・清水・沼崎


