
令和2年4月　　　　予定献立表（一般）

日 �曜 �昼食献立名 �午後おやつ 献立名 �主な材料の体内での働き ����栄養価 乳児　主食 乳児・幼児副食 ��血や肉となる �働く力や熟と 　なる �体の網子を整 えるもの �調味料・その他 �乳児 �幼児 

1 �水 �ごほん �牛乳 �鶏もも肉（皮なし） �はいが精米 �生井汁．ほうれん草 �しょう油．酒 �457kGal �378kca霊 鶏肉の照り焼き �焼きそば �綱王女 �油 �もやし人蓼 �みりん．だし汁 �たんばく文 �たんばく文 

15 ��ほうれん草の胡麻和え ��味噌 �白胡♯ �生わかめ．清見柑 �中濃ソース 壌 こしょう �22．9g �24．4g 味噌汁（絹豆腐・わかめ） ��牛乳 �砂糖 �キャベツ ��脂　質 �脂　質 

清見柑 ��豚もも肉 �蒸中霊麺 �にら ��13．8g �14，6g 

2 �木 �＿．■ � �綿豆腐豚挽肉 �はいが精米胡麻油 �人事エリンギ �水 しょう油 櫨 だし汁 �533k �448k 

ヽ．＿ 麻婆豆鹿 �こぎつねごはん �味噌 �砂鶉 �長ねぎパセリ ��　Ga たんばく井 �　68 たんばく東 

18 ��扮吹芋 ��牛乳 �かたくり扮 �ホールコーン缶 ��20．3g �相．7g 味噌汁（コーン・キャベツ） ��しらす干し �じゃがいも �キャベツ ��脂　質 �脂　質 

甘夏柑 ��油あげ �白胡麻 �甘吉相 ��16．8g �17．0g 

3 �金 �ごはん 　し �牛乳 　　0ヽ �むきがれい � �人蓼 �堰．こしょう �520kCal �429kcal 魚の変J焼き �黒糖蒸しバン �味噌 �パノ粉．油 �きゅうり �酢 しょう油 �たんばく千 �たんばく干 

17 ��秤三線 ��牛乳 � �小松菜 ��21．3g �20．6g 味噌汁（魅りト松菜） ��豆乳 �胡麻油．魅 �清見欄 �だし汁 �聴　覚 �指　貫 

清見柑 ���小麦粉，点砂♯ �レーズン �B・P �15．3g �15．5g 

6 �月 �一はん �のむヨー　ルト �豚もも肉 �はいが精米，白胡麻 朝露漁油 �長ねぎにんにく �みりんしょう油 �511kGal �373kca 

」 豚肉の香味焼き �オートミールクッキー �まぐろ油漬け缶 ��生井汁人蓼 �壇こしょう �たんばく文 �たんばく井 

20 ��人参のしりしリー ��汎ジョアマスカット �オートミール．小麦粉 �大根 �だし汁 �23．3g �20．7g 味吋汁（油あげ・大根） �� �マーガリン �清見柑 �8・P �脂　質 �脂　箕 

清見柑 ��味噌 �砂糖 �レーズン ��15．9g �14．0g 

7 �火 �ごはん �牛乳 �大王 �はいが精米．油 �人事．玉ねぎ �水，ケチャップ 壌 こしょう �511kGal �424kGal ポークピーンズ �レーズンロール �豚もも肉 �砂糖 �きゅうり ��たんばく賞 �たんばく1 

21 ��ポテトサラダ ��まぐろ油漬け缶 �じゃがいも �生わかめ ��19．7g �18．8g わかめスープ ��牛乳 �マヨネーズ �轟ねぎ �コンソメ �脂　質 �脂　質 

甘夏柑 ���レーズンロール �甘吉相 ��17．6g �18．5g 

8 22 �水 �Jlん � �生鮭 �乱lが精米 �かぶ．かぶ（集） �壌‾しょう �492k �408kl 

」 魚のムニエル �かやくごはん �生あげ �小麦粉 油 バター ��lL だし汁 �　Ga たんばく貫 �　Ca たんばく↑ 

小松菜とコーンのソテー ��味噌 ��清見柑 �しょう油 酒 みりん �22．4g �22．3g 

味噌汁（生あげ・かぶ・かぶの菓） ��牛乳 ��人事 ��脂　質 �脂　質 

清見柑 ��油あげ ��振こんにゃく ��14．5g �15．1g 

9 �禾 �‾l � �卵 婁l挽肉 �はいが斗米 濾 じゃがいも �よねぎもやし �水 嶋 カレー粉 �515k �431k 

ヽ－ 卵焼き（味噌味） �ロールカステラ ���人事 ��　Ca たんばく賞 �　Ca たんばく賞 

30 ��もやしのカレー炒め ��スキムミルク ��ピーマン ��20．4g �19．9g 味噌汁（じゃがいも・玉ねぎ） ��味噌 �ロールカステラ �玉ねぎ �だし汁 �脂　質 �脂　質 

甘夏柑 ��牛乳 ��甘ま柑 ��16．9g �17．6g 

10 24 �金 �カレー（ライス） �牛乳 �豚もも肉 � �人蓼．玉ねぎ �カレー粉，水 �513kGal �431kcaI ひじきのナムル �りんご寒天 �スキムミルク �油パター �もやし．干ひじき �コンソメケチャップ �たんばく賞 �たんばく賞 

甘夏柑 �クラッカー �牛乳 �小麦粉．胡麻油 砂糖 ルヴァンクラシカル �きゅうり．甘夏柑 粉寒天 100％りんご果汁 �中濃ソース．壇 しょう油 酢 �15．7g 脂貫 16．0g �15．5g 脂箕 17．8g 

13 �月 �しん一～●ヤムサ、ド �L �卵ベーコン �食パン �玉ねぎきゅうり �塩‾しょう �497kca �439kca 

」＿ン′　ノ ジャ－マンオムレツ �よ豆血のそぼろごはん �味噌 � �人参．キャベツ �■l■．－． 水．コンソメ �たんばく貫 �たんばく箕 

野菜スティック ��牛乳 �油．マヨネーズ �セロリ �酒．みりん �196g �182g 

27 ��コンソメジュリアン ��凍り王腐 �はいが精米 砂糖 �生井汁 さやえんどう �しょう油 �脂　質 �脂　質 

豚挽肉 ���だし汁 �20．7g �21．0g 

14 28 �火 �煮込みうどん �牛乳 �豚もも肉 �乾麺パン粉 �人蓼．玉ねぎ �だし汁 �459k¢a �406kcal 鶏挽肉のつくね焼き �スティックパン �鶏挽肉 �かたくり粉 �ほうれん草 �みりん �たんばく責 �たんばく賞 

グリーンアスパラのソテー ��絹豆腐 �油 �轟ねぎ �しょう油 壇 こしょう �22．0g �21．4g 

（幼）味付汁（絹豆腐・ほうれん草） ��味噌 �砂★ �グリーンアスパラガス ��脂　質 �脂　質 

清見柑 ��牛乳 �スティックパン �清見柑 ��16．2g �18．0g 

23 �木 �ごはん �牛乳 �豚レバー � �生井汁ノjヽ松葉 �しょう油 酢 �511kGal �447kGal 

いちごジャムパン �牛乳 �油層帽粥でんぷん �ホーレ　一、 ��たんばく賞 �たんばく井 レハーの立田揚げ 甘酢和え ���油．雨（でんカ、） 砂韓．鎧 �／ヽノコノ えのきだけ �壇 だし汁 �21．4g �21．7g 

溝汁（熟・えのきだけ・人参） ���パターロール �人参 ��脂　質 �脂　質 

清見柑 ���いちごジャム �清見柑 ��16．3g �17．6g 

参 考 献 立 � �ごほん �牛乳 �豚もも肉 � �人事．しらたき �しょう油 �502kca �404kca 
肉じゃが �バウムクーヘン �味噌 �砂♯ � �だし汁 �たんばく賃 �たんばく賃 

ブロッコリーのマヨネーズ添え �スライスチーズ �牛乳 �油 �ブロッコリー ��19．7g �18．7g 

味噌汁（玉ねぎ・さやえんどう） ��スライスチーズ �マヨネーズ �さやえんどう ��脂　質 �脂　質 

甘夏柑 ���バウムクーヘン �甘吉相 ��16．2g �16．6g 

参 考 献 立 � �ごはん �牛乳 �繰王女 �はいが精米 油 砂糖 �人参 �しょう油 塩 水 だし汁 �525kGal �448kGat 
炒り豆腐 �カステラ �膠挽肉 ��玉ねぎ ��たんばく貫 �たんばく貫 

さつま芋の甘煮 ��卵 味噌 牛乳 ��生しいたけ ��18．0g �17．2g 

味噌汁（切干し大根・ほうれん草） ���さつま芋 カステラ �切干し大根 ほうれんヰ ��脂貫 15．5g �脂箕 15．7g 

参 考 献 立 � �カレーピラフ �牛乳 �鶏ささ身肉 �はいが精米．油 �人事．玉ねぎ �カレー粉．水 �502kGa �557kGa 
鶏肉の立田揚げ �柏餅 �鶏もも肉（皮なし） �かたくり扮．胡麻油 �生井汁．もやし �コンソメ．壇 �たんばく質 �たんばく賞 

三色おひたし ��牛乳 �白胡♯ �茹たけのこ �こしょう �21．9g �24．4g 

若竹汁 ���砂♯ �生わかめ，ほうれん事 �しょう油 �脂　質 �脂　箕 

清見柑 ���柏もち �清泉柑 �だし汁 �16．5g �18．5g 

※幼児は冨 ��u食給食のため、主食分の栄養価が含まれていません。　※（参考）幼児の主食は胚芽精米50gを目安量として ������います。 

※参考献立の幼児栄養価表示は主食が含まれています。

アレルギー等に配慮し、使用食材を明記しています。各家庭で御確認ください。


