
令和 2 年

日 曜

エネルギー
(kcal)

脂　肪
(g)

鉄
(mg)

ビタミン
Ｂ1
(mg)

ビタミンＢ
2

(mg)

食塩相当
量
(g)

505 14.0 1.9 0.28 0.35 2.2

586 16.2 2.4 0.33 0.33 2.7

　※おやつ・・・・上段は乳児の午前です。
　　乳児のマヨネーズは卵の入ってないものを使用しています。
　　材料の入荷状況等により、献立を変更する場合があります。

入　　　園　　　式

4月　給食献立表 杉ノ子第二保育園

昼食 おやつ 赤:血や肉になる 黄:熱や力となる 緑:調子をととのえる

1 水

ご飯 バナナ みそ・削り節・煮干し・さ
け・さつま揚げ・牛乳

精白米・じゃがいも・三温
糖・いりごま・調合油・メー
プルパン

バナナ・たまねぎ・わかめ・切干し
だいこん・にんじん・キャベツ・
きゅうり・かんきつ

味噌汁 麦茶
鮭の漬け焼き
切干大根の煮付け メープルパン
キャベツの即席漬け 牛乳
かんきつ類

2 木

パン ジュース 牛乳・ぶたロース・ヨーグル
ト

菓子・ロールパン・片栗粉・
三温糖・調合油・スパゲ
ティ・有塩バター・精白米

りんごジュース・かぼちゃ・たまね
ぎ・パセリ・青ピーマン・にんじんかぼちゃクリームスープ 菓子

豚肉のステーキソースがけ
スパゲティソテー おにぎり
茹で人参 麦茶
ヨーグルト

3 金

ごま塩ご飯 牛乳 牛乳・油揚げ・みそ・削り
節・煮干し・木綿豆腐・鶏ひ
き肉・みそ・ツナ缶詰・蒸し
かまぼこ

菓子・精白米・ごましお・三
温糖・片栗粉・調合油・ごま
油・マヨネーズ・青りんごゼ
リー・うどん

だいこん・みずな・たまねぎ・にん
じん・スナップえんどう・ほうれん
そう・長ねぎ・乾燥しいたけ

味噌汁 菓子
豆腐の小判揚げ
人参しりしり おかめうどん
スナップえんどう 麦茶
青りんごゼリー

4 土

6 月

ご飯 牛乳

ひじきの炒り煮 ジュース
かんきつ類

牛乳・生揚げ・みそ・削り
節・煮干し・鶏もも・さつま
揚げ・ベーコン・パルメザン
チーズ

菓子・精白米・三温糖・ごま
油・糸こんにゃく・調合油・
ペンネ

もやし・長ねぎ・たまねぎ・しょう
が・にんにく・キャベツ・乾燥ひじ
き・にんじん・さやいんげん・かん
きつ・青ピーマン・トマトケチャ
プ・トマトホール缶詰・りんご
ジュース

味噌汁 菓子
中華風ローストチキン
茹でキャベツ トマトペンネ

7 火

若布ごはん ヨーグルト ヨーグルト・木綿豆腐・み
そ・削り節・煮干し・めかじ
き・ロースハム・プロセス
チーズ・牛乳

精白米・片栗粉・調合油・マ
カロニ・マヨネーズ・ごま油

わかめ・えのきたけ・こまつな・
しょうが・にんじん・きゅうり・
キャベツ・塩昆布・かんきつ

味噌汁 麦茶
かじきの竜田揚げ
マカロニサラダ チーズ蒸しパン
キャベツと塩昆布のお浸し 牛乳
かんきつ類

8 水

天然酵母パン バナナ 卵・鶏ひき肉・ヨーグルト・
削り節

ロールパン・調合油・じゃが
いも・精白米

バナナ・キャベツ・にんじん・たま
ねぎ・セロリー・トマトケチャプ・
スナップえんどう・こねぎ

ジュリエンヌスープ 麦茶
オムレツ
粉ふき芋 おかかチャーハン
温野菜 麦茶
ヨーグルト

9 木

カレーライス ジュース ぶたロース・なると・ベーコ
ン・卵・削り節

菓子・精白米・じゃがいも・
調合油・いりごま・ごま油・
お好み焼き粉

りんごジュース・たまねぎ・にんじ
ん・はくさい・長ねぎ・キャベツ・
きゅうり・わかめ・ぶなしめじ・バ
ナナ・こねぎ・あおのり

白菜スープ 菓子
和風サラダ
バナナ お好み揚げ

麦茶

10 金

麻婆丼 牛乳 牛乳・木綿豆腐・ぶたひき
肉・みそ

菓子・精白米・調合油・三温
糖・片栗粉・いりごま・じゃ
がいも・マヨネーズ

長ねぎ・しょうが・にんにく・わか
め・たまねぎ・キャベツ・にんじ
ん・きゅうり・コーン・かんきつ

韓国風スープ 菓子
花畑サラダ
かんきつ類 じゃがマヨネーズ

牛乳

11 土

鶏南蛮うどん 牛乳 牛乳・鶏もも・削り節・ヨー
グルト

菓子・うどん・調合油・片栗
粉・三温糖・パン

にんじん・たまねぎ・長ねぎ・ほう
れんそう・かぼちゃかぼちゃの甘煮 菓子

ヨーグルト
天然酵母パン
牛乳

13 月

ふりかけご飯 牛乳 牛乳・木綿豆腐・みそ・卵・
鶏もも

菓子・精白米・糸こんにゃ
く・調合油・三温糖・じゃが
いも・薄力粉

ごぼう・にんじん・だいこん・長ね
ぎ・乾燥しいたけ・切りみつば・
きゅうり・キャベツ・りょくとうも
やし・かんきつ

けんちん汁 菓子
野菜入り玉子焼き
鶏肉の胡麻サラダ じゃが天
かんきつ類 牛乳

14 火

ご飯 ヨーグルト ヨーグルト・みそ・削り節・
煮干し・さば・牛乳

精白米・三温糖・調合油・い
りごま・食パン・粉糖

えのきたけ・たまねぎ・チンゲンサ
イ・しょうが・ごぼう・にんじん・
かぶ・きゅうり・かんきつ・レモン

味噌汁 麦茶
鯖の甘辛煮
金平牛蒡 ホワイトラスク
かぶの甘酢 牛乳
かんきつ類

15 水

天然酵母パン バナナ ベーコン・鶏ひき肉・鶏ひき
肉・木綿豆腐・卵・ヨーグル
ト・納豆

ロールパン・じゃがいも・調
合油・片栗粉・精白米・ごま
油

バナナ・たまねぎ・にんじん・キャ
ベツ・にんにく・しょうが・トマト
ケチャプ・スナップえんどう・こね
ぎ

野菜のカレースープ 麦茶
チキンナゲット
温野菜 納豆チャーハン
ヨーグルト 麦茶

区分
たんぱく

質
(g)

カルシウ
ム

(mg)

ビタミンＡ
(ﾚﾁﾉｰﾙ当量:
RE)(μg)

ビタミン
Ｃ

(mg)

食物繊維
(g)

乳児 19.0 216 161 34 3.7

幼児 21.9 187 181 39 4.7



令和 2 年

日 曜

みそ・煮干し・削り節・ぶた
ロース・焼き豆腐

菓子・精白米・しらたき・調
合油・三温糖・すりごま・薄
力粉・ごま油

4月　給食献立表 杉ノ子第二保育園

昼食 おやつ 赤:血や肉になる 黄:熱や力となる 緑:調子をととのえる

バナナ 麦茶

16 木

ご飯 ジュース

牛乳・油揚げ・煮干し・削り
節・みそ・鶏もも・ぶたロー
ス

菓子・精白米・三温糖・調合
油・有塩バター・うどん

りんごジュース・キャベツ・えのき
たけ・こまつな・にんじん・長ね
ぎ・たまねぎ・はくさい・アスパラ
ガス・バナナ・コーンクリーム・に
ら

味噌汁 菓子
すきやき風煮
アスパラあえ チヂミ

かぼちゃの甘煮 麦茶
かんきつ類

17 金

ご飯 牛乳

牛乳・ロースハム・パルメザ
ンチーズ・ベーコン・ヨーグ
ルト

菓子・スパゲティ・調合油・
いりごま・精白米

だいこん・こねぎ・りんご・たまね
ぎ・キャベツ・にんじん・りょくと
うもやし・青ピーマン・かぼちゃ・
かんきつ・長ねぎ

味噌汁 菓子
鶏肉のりんごソースがけ
野菜ソテー カレーうどん

麦茶

18 土

スパゲッテイナポリタン 牛乳

牛乳・油揚げ・木綿豆腐・み
そ・削り節・煮干し・さけ・
卵

菓子・精白米・調合油・三温
糖・すりごま・薄力粉・有塩
バター

たまねぎ・にんじん・青ピーマン・
トマトケチャプ・りょくとうもや
し・生しいたけ・キャベツ・きゅう
り

もやしのスープ 菓子
グリーンサラダ
ヨーグルト おにぎり

人参の甘煮 牛乳
かんきつ類

20 月

筍ごはん 牛乳

みそ・削り節・煮干し・卵・
鶏ひき肉・きな粉・牛乳

菓子・精白米・麩・調合油・
三温糖・糸こんにゃく・いり
ごま・ロールパン

にんじん・たけのこ・長ねぎ・えの
きたけ・りょくとうもやし・ほうれ
んそう・かんきつ・レモン果汁

味噌汁 菓子
鮭の塩焼き
もやしとほうれん草の胡麻和え マドレーヌ

スナップえんどう 牛乳
かんきつ類

21 火

ふりかけご飯 ジュース

はんぺん・卵・ベーコン・
ヨーグルト・油揚げ

ロールパン・スパゲティ・有
塩バター・薄力粉・パン粉・
調合油・じゃがいも・精白
米・三温糖・いりごま

りんごジュース・たまねぎ・わか
め・乾燥しいたけ・にんじん・切り
みつば・ごぼう・れんこん・スナッ
プえんどう・かんきつ

味噌汁 菓子
千草焼き
五目金平 きなこパン

茹でアスパラ 麦茶
ヨーグルト

22 水

天然酵母パン バナナ

ヨーグルト・ささげ・木綿豆
腐・削り節・鶏ひき肉・ぶた
ひき肉・卵・さつま揚げ

ごましお・パン粉・調合油・
スパゲティ・三温糖・いちご
のロールケーキ

バナナ・キャベツ・たまねぎ・にん
じん・セロリー・にんにく・パセ
リ・トマトホール缶詰・アスパラガ
ス

ミネストローネスープ 麦茶
はんぺんのフライ
ジャーマンポテト いなり寿司

スパゲティソテー ジュース
かんきつ類

23 木

お赤飯 ヨーグルト

牛乳・絹ごし豆腐・みそ・煮
干し・削り節・鶏もも・ロー
スハム・ベーコン

菓子・精白米・ごま油・じゃ
がいも・マヨネーズ・スパゲ
ティ・調合油

えのきたけ・長ねぎ・ほうれんそ
う・たまねぎ・にんじん・トマトケ
チャプ・キャベツ・青ピーマン・だ
いこん・かんきつ・りんごジュース

すまし汁 麦茶
煮込みハンバーグ
茹でキャベツ・煮付け いちごのロールケーキ

キャベツのおかか和え 麦茶
バナナ

24 金

ご飯 牛乳

牛乳・油揚げ・なると・削り
節・鶏ひき肉・ヨーグルト

菓子・うどん・三温糖・調合
油・パン

なめこ・長ねぎ・にんじん・きゅう
り・たまねぎ・キャベツ・バナナ・
青ピーマン・トマトケチャプ

味噌汁 菓子
チキンのオーブン焼き
ポテトサラダ カレー風味スパゲティ

牛乳

25 土

五目うどん 牛乳

牛乳・生揚げ・みそ・削り
節・煮干し・ぶたロース・鶏
もも

菓子・精白米・マヨネーズ・
ごま油・糸こんにゃく・三温
糖・調合油

ほうれんそう・長ねぎ・乾燥しいた
け・かぼちゃ・みかん缶詰・白桃缶かぼちゃのそぼろ煮 菓子

フルーツヨーグルト
天然酵母パン

きゅうりと塩昆布のお浸し 麦茶
かんきつ類

27 月

ご飯 牛乳

ヨーグルト・みそ・煮干し・
削り節・さわら・鶏もも・
卵・牛乳

精白米・糸こんにゃく・三温
糖・調合油・いりごま・薄力
粉・有塩バター

りょくとうもやし・長ねぎ・しょう
が・にんにく・のらぼう・キャベ
ツ・にんじん・きゅうり・塩昆布・
かんきつ・ごぼう・乾燥しいたけ

味噌汁 菓子
豚マヨ炒め
のらぼうのおかか和え 五目おこわ

牛乳
かんきつ類

28 火

ご飯 ヨーグルト

菓子・精白米・片栗粉・調合
油・マカロニ・マヨネーズ・
三温糖・日向夏ゼリー・ロー
ルパン

たまねぎ・えのきたけ・ほうれんそ
う・しょうが・長ねぎ・ゆでたけの
こ・にんじん・ごぼう・れんこん・
きゅうり・わかめ・かんきつ・レモ
ン果汁

味噌汁 麦茶
鰆の香味焼き
筑前煮 ドーナツ
きゅうりと若布の酢の物

日向夏ゼリー

30 木

青菜ご飯 ジュース 鶏もも・ぶたひき肉・大豆水
煮

りんごジュース・たまねぎ・にんじ
ん・にら・りょくとうもやし・乾燥
しいたけ・しょうが・にんにく・
きゅうり・キャベツ・青ピーマン・
トマトホール缶詰・トマトケチャプ

野菜スープ 菓子
鶏肉の唐揚げ
マカロニサラダ メキシカンサンド
人参の甘煮 麦茶

旬のものを食べましょう
山海の自然に恵まれ、四季がある日本は、季節ごと

に山のもの、海のものが楽しめます。春であればた

けのこなど、その時季にしか味わえないものがあり、

１年中食べられるものでも、もっともおいしい旬の

時季は決まっています。

しかも旬の食べものは、

その季節に必要な栄養が

たくさん詰まっています。

旬を意識した食材選びを

心がけましょう。

みんなで食事をするとき、マナーの手始めに伝え

たいのは、「いただきます」「ごちそうさま」の

あいさつです。「いただきます」には食事を作っ

てくれた人はもちろん、食材から命をいただく

ことへの感謝も含まれます。

「ごちそうさま」も同じく、

食事を準備するために走り

回ってくれた人への感謝が

込められています。

感謝のあいさつ


