
令和３年４月　給食献立表

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

★都合により食材の変更があります。

★牛肉を使用する場合があります。

日付 10時おやつ 昼食
　　　　　　　　　　　材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

3時おやつ

2 牛乳、きゅうりス
ティック

バターロール、ベーコンとほうれん草のスープ、
ポークビーンズ、大根とホタテのサラダ、バナナ

ロールパン、○ホットケーキ粉、じゃ
がいも（冷凍）、○粉糖、マヨネー
ズ、砂糖、油

○牛乳、◎牛乳、豚肉(肩ロース)、大
豆（ゆで）、ほたて貝柱水煮缶、ベー
コン、○卵、バター

バナナ、だいこん、たまねぎ、にんじん、
ホールトマト缶詰、ほうれんそう（冷凍）、
きゅうり、◎きゅうり

牛乳、抹茶ケーキ
金

麦茶、お祝いプリ
ン木

1 マミー、セロリス
ティック

わかめ御飯、なめこ汁、高野豆腐とじゃが芋の
煮物、キャベツの昆布和え、いちご

米、じゃがいも、○砂
糖、油、片栗粉、砂糖

○牛乳、○卵、木綿豆腐、凍り豆
腐、○ホイップクリーム、米みそ（甘
みそ）、◎乳酸菌飲料

キャベツ、いちご、にんじん、なめこ（ゆ
で）、きゅうり、○みかん缶、塩こんぶ、さ
やえんどう、◎セロリー

5 牛乳、セロリス
ティック

御飯、わかめスープ（コーン）、マーボー豆腐、カ
ニかまサラダ、オレンジ（国産）

米、○食パン（８枚切り1/2
カット）、片栗粉、○砂糖、
砂糖、ごま油

○牛乳、◎牛乳、木綿豆腐、豚ひき
肉、かにかまぼこ、○ピザ用チーズ、
米みそ（淡色辛みそ）

オレンジ（はるみ）、キャベツ、ねぎ、コー
ン缶、生わかめ、葉ねぎ、◎セロリー

牛乳、やみつき
トースト月

ジョア、原宿ドッグ
土

3 豆乳、人参ス
ティック

たらこスパゲティ、麦茶、鶏肉のオレンジ焼、
コールスローサラダ、グレープフルーツ

スパゲティー、コールス
ロードレッシング、オ
リーブ油

鶏もも肉、たらこチューブ、バ
ター、◎豆乳、○ヨーグルト(ドリ
ンク)

グレープフルーツ、キャベツ、たまねぎ、
にんじん、マーマレード、コーン缶、万能
ねぎ、刻みのり、◎にんじん

水

8 牛乳、セロリス
ティック

御飯、豚汁、アジ南蛮、キャベツのお浸し、いち
ご

米、糸こんにゃく、さと
いも（冷凍）、油、小麦
粉、三温糖

○牛乳、◎牛乳、あじ、木綿豆
腐、豚肉(ばら)、白みそ、油揚
げ、かつお節

麦茶、牛しぐれお
にぎり火

7 豆乳、人参ス
ティック

ハヤシライス、牛乳、シーザーサラダ、りんご

米、○じゃがいも（ダイスカット）、マ
ヨネーズ、○春巻きの皮、○油、食
パン、油、○小麦粉

牛乳、牛肉(もも)、卵、ベーコン、
○ひよこまめ（ゆで）、粉チー
ズ、バター、◎豆乳

りんご、たまねぎ、レタス、マッシュルー
ム、しめじ、きゅうり、○たまねぎ、レモン
果汁、◎にんじん

麦茶、サモサ（イ
ンド）

6 マミー、きゅうり
スティック

あんかけ焼きそば、牛乳、揚げワンタン、大根と
水菜のサラダ、パイナップル

○胚芽米、蒸し中華め
ん、油、片栗粉、○砂糖、
○油、ごま油

牛乳、豚肉(ばら)、○牛肉(肩)、しら
す干し、えび（むき身）、いか、ごま、
◎乳酸菌飲料

パイナップル、だいこん、キャベツ、にんじん、
もやし、みずかけな・とうな、さやえんどう、○焼
きのり、○しょうが、◎きゅうり

キャベツ、いちご、だいこん、きゅうり、に
んじん、ねぎ、たまねぎ、黄ピーマン、◎
セロリー

牛乳、マシュマロ
サンド木

9 マミー、きゅうり
スティック

白パン、クリームシチュー、タンドリーチキン、海
藻サラダ、バナナ

フランスパン、じゃがいも
（1/2カット）、和風ドレッシ
ング、ごま油

牛乳、鶏もも肉（皮付き）、○無添加
ウインナー、ヨーグルト(無糖)、ベー
コン、バター、◎乳酸菌飲料

バナナ、レタス、たまねぎ、きゅうり、にん
じん、ブロッコリー、コーン缶、海藻ミック
ス、◎きゅうり

麦茶、ウインナー
パイ金

10 牛乳、人参ス
ティック

たぬきうどん、麦茶、肉団子のケチャップ煮、ほ
うれん草とえのき茸の海苔和え、グレープフ
ルーツ

ゆでうどん、○食パン（８枚切り1/2
カット）、揚げ玉、○マーガリン・ソフ
トタイプ、○グラニュー糖

◎牛乳、なると、○ヨーグルト(ド
リンク)

ほうれんそう（冷凍）、グレープフルーツ、えの
きたけ、にんじん、ねぎ、のり佃煮、干ししいた
け、◎にんじん

ジョア、シュガー
トースト土

牛乳、クロック
ムッシュ月

13 マミー、きゅうり
スティック

春野菜のスープスパゲティー、牛乳、ウインナー
胡麻パン粉揚げ、トマトサラダ、パイナップル

スパゲティー、○米、オ
リーブ油、パン粉、小麦
粉、油、○砂糖

牛乳、ウインナー、○味付きい
なり、ベーコン、卵、ごま、◎乳
酸菌飲料

トマト、パイナップル、たまねぎ、きゅうり、
グリーンアスパラガス、にんじん、◎きゅ
うり

麦茶、おいなりさ
ん火

12 豆乳、セロリス
ティック

御飯、豆腐スープ（ねぎ）、油淋鶏、パリパリサラ
ダ、オレンジ（国産）

米、○食パン（１０枚切り
1/2カット）、春巻きの皮、
片栗粉、油、三温糖

○牛乳、鶏もも肉（皮付き）、木綿豆
腐、○卵、○ハム（ロース）、○バ
ター、かにかまぼこ、◎豆乳

オレンジ（はるみ）、ねぎ、にんじん、レタ
ス、カットわかめ、◎セロリー

牛乳、みそポテト
水

15 牛乳、セロリス
ティック

黒糖ロール、きのこスープ、鮭のコロッケ、ブロッ
コリーサラダ、いちご

黒糖ロール、じゃがいも（ダイスカッ
ト）、パン粉、小麦粉、油、○砂糖、
マヨネーズ

◎牛乳、○ヨーグルト(無糖)、鮭そぼ
ろ、ベーコン、ハム（ロース）、ダイス
チーズ、卵

いちご、○バナナ、○もも缶、○みかん
缶、たまねぎ、しめじ、えのきたけ、しいた
け、◎セロリー

麦茶、フルーツ
ヨーグルト木

14 牛乳、人参ス
ティック

かてめし（埼玉県）、みそ汁（キャベツ）、チキン
の照り焼き、ほうれん草のごま和え、りんご

○じゃがいも（1/2カット）、
米、○小麦粉、三温糖、○
砂糖、○油、砂糖

○牛乳、◎牛乳、鶏もも肉（皮付
き）、米みそ（甘みそ）、○米みそ（淡
色辛みそ）、油揚げ、すりごま

りんご、ほうれんそう（冷凍）、にんじん、キャベ
ツ、だいこん、ごぼう、いんげん、カットわかめ、
干ししいたけ、◎にんじん

麦茶、カップケー
キ金

17 牛乳、人参ス
ティック

焼きそば、麦茶、シュウマイ、もやしと人参のナ
ムル、グレープフルーツ

焼きそばめん、油、ご
ま油

◎牛乳、豚肉(ばら)、ごま、○
ヨーグルト(ドリンク)

もやし、グレープフルーツ、キャベツ、に
んじん、たまねぎ、生わかめ、ピーマン、
◎にんじん

ジョア、今川焼き
（カスタード）土

16 豆乳、きゅうりス
ティック

赤飯、麩のすまし汁（えのき）、筑前煮、きゅうり
とわかめの酢の物、バナナ

米、○グー、さといも（冷凍）、板こ
んにゃく、○三温糖、砂糖、○油、
焼ふ(車ふ）

鶏もも肉、かにかまぼこ、○きな
粉、あずき（乾）、ごま、◎豆乳、
〇ホイップクリーム

バナナ、きゅうり、にんじん、ごぼう、えのきたけ、れんこん、ね
ぎ、たけのこ（ゆで）、いんげん、カットわかめ、干ししいたけ、
◎きゅうり、いちご

牛乳、やみつき
トースト月

20 マミー、きゅうり
スティック

あんかけ焼きそば、牛乳、揚げワンタン、大根と
水菜のサラダ、パイナップル

○胚芽米、蒸し中華め
ん、油、片栗粉、○砂糖、
○油、ごま油

牛乳、豚肉(ばら)、○牛肉(肩)、しら
す干し、えび（むき身）、いか、ごま、
◎乳酸菌飲料

パイナップル、だいこん、キャベツ、にんじん、
もやし、みずかけな・とうな、さやえんどう、○焼
きのり、○しょうが、◎きゅうり

麦茶、牛しぐれお
にぎり火

19 牛乳、セロリス
ティック

御飯、わかめスープ（コーン）、マーボー豆腐、カ
ニかまサラダ、オレンジ（国産）

米、○食パン（８枚切り1/2
カット）、片栗粉、○砂糖、
砂糖、ごま油

○牛乳、◎牛乳、木綿豆腐、豚ひき
肉、かにかまぼこ、○ピザ用チーズ、
米みそ（淡色辛みそ）

オレンジ（はるみ）、キャベツ、ねぎ、コー
ン缶、生わかめ、葉ねぎ、◎セロリー

麦茶、いちごの
ロールケーキ水

22 牛乳、セロリス
ティック

御飯、豚汁、アジ南蛮、キャベツのお浸し、いち
ご

米、糸こんにゃく、さと
いも（冷凍）、油、小麦
粉、三温糖

○牛乳、◎牛乳、あじ、木綿豆
腐、豚肉(ばら)、白みそ、油揚
げ、かつお節

キャベツ、いちご、だいこん、きゅうり、に
んじん、ねぎ、たまねぎ、黄ピーマン、◎
セロリー

牛乳、マシュマロ
サンド木

21 豆乳、人参ス
ティック

ふりかけごはん、みそ汁（麩・わかめ）、鶏の唐
揚げ、マカロニサラダ、りんご

米、焼ふ、マカロニ、マ
ヨネーズ、油、片栗粉

鶏もも肉、白みそ、ハム（ロー
ス）、卵、◎豆乳

りんご、にんじん、きゅうり、カットわかめ、
しょうが、にんにく、◎にんじん

麦茶、ウインナー
パイ金

24 牛乳、人参ス
ティック

ちゃんぽんうどん、麦茶、焼き餃子、切干大根サ
ラダ、グレープフルーツ

ゆでうどん ◎牛乳、○ホイップクリーム、豚
肉(もも)、ハム（ロース）、○ヨー
グルト(ドリンク)

グレープフルーツ、○バナナ、キャベツ、にんじ
ん、もやし、ねぎ、きゅうり、たけのこ（ゆで）、切
り干しだいこん、にら、◎にんじん

ジョア、バナナク
レープ土

23 マミー、きゅうり
スティック

白パン、クリームシチュー、タンドリーチキン、海
藻サラダ、バナナ

フランスパン、じゃがいも
（1/2カット）、和風ドレッシ
ング、ごま油

牛乳、鶏もも肉（皮付き）、○無添加
ウインナー、ヨーグルト(無糖)、ベー
コン、バター、◎乳酸菌飲料

バナナ、レタス、たまねぎ、きゅうり、にん
じん、ブロッコリー、コーン缶、海藻ミック
ス、◎きゅうり

牛乳、クロック
ムッシュ月

27 マミー、きゅうり
スティック

春野菜のスープスパゲティー、牛乳、ウインナー
胡麻パン粉揚げ、トマトサラダ、パイナップル

スパゲティー、○米、オ
リーブ油、パン粉、小麦
粉、油、○砂糖

牛乳、ウインナー、○味付きい
なり、ベーコン、卵、ごま、◎乳
酸菌飲料

トマト、パイナップル、たまねぎ、きゅうり、
グリーンアスパラガス、にんじん、◎きゅ
うり

麦茶、おいなりさ
ん

26 豆乳、セロリス
ティック

御飯、豆腐スープ（ねぎ）、油淋鶏、パリパリサラ
ダ、オレンジ（国産）

米、○食パン（１０枚切り
1/2カット）、春巻きの皮、
片栗粉、油、三温糖

○牛乳、鶏もも肉（皮付き）、木綿豆
腐、○卵、○ハム（ロース）、○バ
ター、かにかまぼこ、◎豆乳

オレンジ（はるみ）、ねぎ、にんじん、レタ
ス、カットわかめ、◎セロリー

りんご、ほうれんそう（冷凍）、にんじん、キャベ
ツ、だいこん、ごぼう、いんげん、カットわかめ、
干ししいたけ、◎にんじん

牛乳、みそポテト
水

29
☆　昭和の日　☆

木

火

28 牛乳、人参ス
ティック

かてめし（埼玉県）、みそ汁（キャベツ）、チキン
の照り焼き、ほうれん草のごま和え、りんご

○じゃがいも（1/2カット）、
米、○小麦粉、三温糖、○
砂糖、○油、砂糖

○牛乳、◎牛乳、鶏もも肉（皮付
き）、米みそ（甘みそ）、○米みそ（淡
色辛みそ）、油揚げ、すりごま

牛乳、鯉のぼりサ
ンド金

30 豆乳、きゅうり
スティック

菜飯、麩のすまし汁（えのき）、筑前煮、きゅうり
とわかめの酢の物、バナナ

○食パン、さといも（冷凍）、板こん
にゃく、○三温糖、砂糖、○油、焼
ふ(車ふ）

○牛乳、鶏もも肉、かにかまぼ
こ、○きな粉、◎豆乳

バナナ、きゅうり、にんじん、ごぼう、えのきた
け、れんこん、ねぎ、たけのこ（ゆで）、いんげ
ん、カットわかめ、干ししいたけ、◎きゅうり
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☆ 一日の平均給与量 ☆

ｴﾈﾙｷﾞ‐ ﾀﾝﾊﾟｸ質 脂質 ｶﾙｼｳﾑ 鉄 ﾋﾞﾀﾐﾝＡ ﾋﾞﾀﾐﾝB1 ﾋﾞﾀﾐﾝB2  ﾋﾞ

ﾀﾐﾝC
3歳以上児 618kcal   24.1g    22.2g  207mg  2.3mg  212μｇ 0.35mg    0.36mg  40mg


