
 「入園・ご進級おめでとうございます」
 　春を迎え、子ども達は新しい環境に期待と不安が入り混じっているかと思います。生活リズムを
つかむのも大変かと思いますが、朝ごはんはなんでもいいので食べることを意識しましょう。バナ
ナ半分でも、ミニアンパン１個でも大丈夫です。口に食べ物を入れて噛むことで、脳と体内が動き
出し１日がスタートしたことを体が覚えます。慣れてくると朝から食べられる量も増えてきますので
最初のうちは少量でも気にすることはありません。子どもも大人も、少しづつ環境に慣れていきま
しょう。
＊2日・6日・16日・30日は麺の日、28日はお誕生会ででごはんはいりません。
＊14日はパンの日、20日はおにぎりを持ってくる日です。
＊22日は以上児さんだけお弁当を持ってくる日です。
＊都合により献立を変更することがあります。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　弘前保育園　

 4月 給食献立表 令和4年  ３歳未満児
 日  曜  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

 ☆ 今 月 の 平 均 給 与 栄 養 量 ☆

  エネルギー   たんぱく質   脂　　質   カルシウム   鉄   ビタミンＡ   ビタミンB1   ビタミンB2   ビタミンＣ   食物繊維

 1  金

 米飯　　甘汐さけ焼き魚
 揚げワンタン
 もやしの酢の物
 チーズ納豆　　トマト
 大根味噌汁　　バナナ

 牛乳
 せんべい
 牛乳
 あんこトースト

 牛乳　・甘汐鮭骨なし・冷凍ワンタン
 板かまぼこ・挽きわり納豆
 プロセスチーズ・油揚げ・煮干し・味噌
 こしあん・粉チーズ

 揚げせんべい・精白米・サラダ油
 上白糖・食パン・マーガリン

 もやし・胡瓜・干しひじき・長ねぎ・トマト
 大根・だし昆布・バナナ

 2  土

 【 麺の日・ごはんのいらない日 】
 焼きそば
 赤ウインナーソテー
 ごぼうサラダ　　トマト
 オレンジ　　野菜ジュース

 牛乳
 ビスケット
 牛乳
 塩せんべい

 牛乳　・豚もも肉・むきえび
 赤ウインナー・ツナフレークノンドリップ

 ビスケット・蒸焼そば・サラダ油
 エッグケアマヨネーズ
 サラダ味せんべい・ビスコ

 人参・玉ねぎ・キャベツ・もやし・ピーマン
 切ごぼう・胡瓜・干しひじき・トマト・オレンジ
 フルーツと野菜ジュース

 4  月

 米飯
 ポークカレー（大豆入り）
 野菜サラダ　　チーズ
 トマト　　麦茶
 バナナ

 牛乳
 せんべい
 牛乳
 ツナサンド

 牛乳　・豚ひき肉・国産大豆・茹で
 スキムミルク・ベビーチーズ
 ツナフレークノンドリップ

 かっぱえびせん・精白米・じゃが芋
 サラダ油・食パン
 エッグケアマヨネーズ

 玉ねぎ・人参・ブロッコリー・福神漬・レタス
 キャベツ・胡瓜・トマト・バナナ

 5  火

 米飯　　豆腐のまさご揚げ
 水菜納豆
 キャベツとウィンナーのソテー
 かぼちゃのワンタンほうとう
 トマト　　りんご

 牛乳

 ビスケット

 フルーツヨーグルト

 牛乳　・木綿豆腐・鶏ひき肉・むきえび
 鶏卵　・挽きわり納豆
 荒挽きウインナー・豚ロース・生揚げ
 煮干し・味噌・スキムミルク

 ビスケット・精白米・炒りごま黒
 片栗粉・サラダ油・上白糖
 ぎょうざの皮

 春菊・人参・玉ねぎ・水菜・干しひじき
 長ねぎ・キャベツ・もやし
 冷凍ホールコーン・南瓜・いんげん
 だし昆布・トマト・りんご・バナナ・みかん缶
 パイン缶・黄もも缶　

 6  水

 【 麺の日・ごはんのいらない日 】
 赤ウインナーソテー
 味噌ラーメン
 はんぺんのチーズ焼き
 小松菜ごま和え　　トマト
 キウイフルーツ　　麦茶

 牛乳

 せんべい

 牛乳

 お麩のラスク

 牛乳　・赤ウインナー・煮干し
 豚ひき肉・ナルト・はんぺん
 プレスハム・ミックスチーズ

 揚げせんべい・サラダ油・茹で中華
 ごま油　・オリーブ油・炒りごま白
 上白糖・棒ふ・マーガリン
 グラニュー糖

 だし昆布・キャベツ・人参・きくらげ・もやし
 チンゲン菜・冷凍ホールコーン・長ねぎ
 小松菜・白菜・トマト・キウイフルーツ

 7  木

 米飯　　タンドリーチキン
 春雨のソテー　　コーンサラダ
 チーズ　　なめこ味噌汁
 オレンジ

 牛乳
 ビスケット
 牛乳
 かぼちゃ蒸しパン

 牛乳　・鶏もも肉・プレーンヨーグルト
 豚もも肉・プレスハム・ベビーチーズ
 煮干し・味噌

 ビスケット・精白米・サラダ油・春雨
 ごま油　・上白糖・ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ
 甘納豆

 長ねぎ・人参・ピーマン・きくらげ・胡瓜
 冷凍ホールコーン・玉ねぎ・なめこ・大根
 だし昆布・オレンジ・南瓜

 8  金

 米飯　　千草焼
 野菜炒め　　いか酢味噌和え
 トマト　　どさんこ汁
 パイン

 牛乳
 せんべい
 牛乳
 チーズポテト

 牛乳　・鶏卵　・アラスカ・絹ごし豆腐
 豚バラ肉・味噌・いか・豚ひき肉
 ミックスチーズ・スキムミルク
 粉チーズ

 揚げせんべい・精白米・上白糖
 サラダ油・じゃが芋
 エッグケアマヨネーズ・パン粉

 干し椎茸・干しひじき・万能ねぎ・玉ねぎ
 キャベツ・人参・しめじ・チンゲン菜
 カットわかめ・胡瓜・トマト・白菜・もやし
 きくらげ・冷凍ホールコーン・だし昆布
 パインアップル

 9  土

 米飯　　中華丼
 蒸しシュウマイ　　中華サラダ
 ほうれん草のスープ
 グレープフルーツ

 牛乳
 ビスケット
 牛乳
 豆腐ドーナツ

 牛乳　・豚もも肉・むきえび・ナルト
 うずら卵缶T２・冷凍しゅうまい・ささ身
 荒挽きウインナー・木綿豆腐
 調製豆乳

 ビスケット・精白米・いか短冊
 ごま油　・上白糖・片栗粉・春雨
 炒りごま白・ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ・サラダ油
 粉砂糖

 白菜・人参・きくらげ・玉ねぎ・茹もうそう筍
 チンゲン菜・胡瓜・ほうれん草
 グレープフルーツ

 11  月

 米飯　　三色丼
 赤ウインナーソテー
 五色なます　　きのこスープ
 キウイフルーツ

 牛乳
 煎餅
 牛乳
 蒸し芋

 牛乳　・鶏ひき肉・鶏卵　
 赤ウインナー・油揚げ・木綿豆腐
 ベーコン

 ぱりんこ・精白米・上白糖・サラダ油
 炒りごま白・さつま芋

 ほうれん草・大根・胡瓜・人参・生しいたけ
 えのき茸・セロリー・キウイフルーツ

 12  火

 米飯　　豚肉と支那竹炒め
 ピーマンとひじきの甘辛炒め
 ブロッコリー
 さつまいもサラダ
 白菜の味噌汁　　パイン

 牛乳
 ビスケット
 牛乳
 スコーン（チーズ）

 牛乳　・豚もも肉・油揚げ・煮干し
 味噌・プロセスチーズ

 ビスケット・精白米・サラダ油・ごま油　
 上白糖・炒りごま白・さつま芋
 エッグケアマヨネーズ・小麦粉・バター
 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ・オリーブ油

 味付け支那竹・玉ねぎ・人参・チンゲン菜
 ピーマン・干しひじき・ブロッコリー・りんご
 胡瓜・干しぶどう・レタス・白菜・だし昆布
 パインアップル

 13  水

 米飯　　チーズ
 鶏肉のみそ焼き
 里芋フライドポテト
 白菜のおかか和え　　トマト
 若竹汁　　りんご

 牛乳
 せんべい
 牛乳
 レモンラスク

 牛乳　・キャンディチーズ・鶏もも肉
 味噌・かつお節　　35ｇ・煮干し

 揚げせんべい・精白米・サラダ油
 すりごま・上白糖・冷凍さと芋・棒ふ
 食パン・グラニュー糖・バター

 万能ねぎ・白菜・小松菜・トマト・茹竹の子
 カットわかめ・だし昆布・りんご
 ポッカレモン

 14  木

 【 パンを持ってくる日 】
 食パン　　スクランブルエッグ
 スパゲティーソテー　　トマト
 コーンスープ　　バナナ

 牛乳
 ビスケット
 牛乳
 煮豆

 牛乳　・鶏卵　・ベーコン・金時豆  ビスケット・食パン・マーガリン
 スパゲッティー・サラダ油・小麦粉
 中ざら糖

 冷凍ホールコーン・玉ねぎ・ピーマン・トマト
 ｱｵﾊﾀｽｲｰﾄｺｰﾝ缶・バナナ

 15  金

 米飯　　いかつけ焼き
 おから炒め　　チーズ
 トマトのサラダ　　つみれ汁
 オレンジ

 牛乳
 ビスケット
 りんごジュース
 じゃがマヨ

 牛乳　・いか・おから・ベーコン
 ベビーチーズ・プレスハム・つみれ
 焼き豆腐・煮干し・味噌

 ビスケット・精白米
 エッグケアマヨネーズ・サラダ油
 上白糖・じゃが芋

 人参・干し椎茸・茹竹の子・長ねぎ・トマト
 胡瓜・玉ねぎ・大根・ささがきごぼう
 えのき茸・だし昆布・オレンジ
 りんごジュース

 16  土

 【 麺の日・ごはんのいらない日 】
 ゆで卵　　塩ラーメン
 いかリングフライ　　ナムル
 トマト　　グレープフルーツ

 牛乳
 せんべい
 牛乳
 フランクソーセージ

 牛乳　・鶏卵　・煮干し・豚バラ肉
 ナルト・プレスハム・フランクフルト

 ぱりんこ・ごま油　・茹で中華
 いかリングフライ・サラダ油
 炒りごま白

 だし昆布・キャベツ・人参・きくらげ・もやし
 エリンギ・冷凍ホールコーン・長ねぎ
 チンゲン菜・ほうれん草・トマト
 グレープフルーツ

 18  月

 米飯　　ドライカレー
 竹輪胡瓜詰め
 ほうれん草サラダ　　トマト
 麦茶　　バナナ

 牛乳
 ビスケット
 牛乳
 揚げじゃが

 牛乳　・豚ひき肉・おから・竹輪
 鶏卵　・アラスカ

 ビスケット・精白米
 エッグケアマヨネーズ・じゃが芋
 サラダ油

 玉ねぎ・人参・セロリー・冷凍ホールコーン
 冷凍グリンピース・福神漬・胡瓜
 ほうれん草・レタス・トマト・バナナ

 19  火

 米飯　　鮭のマヨネーズ焼き
 もやしの炒め物
 たくあん納豆　　ごぼうサラダ
 ワンタンスープ　　オレンジ

 牛乳
 せんべい
 牛乳
 ミニピザ

 牛乳　・甘汐鮭骨なし・粉チーズ
 ベーコン・挽きわり納豆
 ライトツナフレーク缶・ナルト
 ミックスチーズ

 ぱりんこ・精白米
 エッグケアマヨネーズ・パン粉
 サラダ油・上白糖・しゅうまいの皮
 餃子の皮

 しめじ・玉ねぎ・パセリ・もやし・人参
 たくあん漬け・長ねぎ・切ごぼう・胡瓜
 干しひじき・ほうれん草・オレンジ・ピーマン

 20  水

 【 おにぎりを持ってくる日 】
 おにぎり　　ハムエッグ
 春巻き　　わかめ酢の物
 トマト　　さつま汁
 グレープフルーツ

 牛乳
 塩せんべい
 牛乳
 簡単クッキー（南瓜入

 牛乳　・鶏卵　・プレスハム・春巻き
 板かまぼこ・豚バラ肉・味噌・煮干し

 サラダ味せんべい・精白米・ごましお
 サラダ油・上白糖・さつま芋
 冷凍さと芋・小麦粉・ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ
 マーガリン・オリーブ油

 カットわかめ・胡瓜・干し菊・トマト・大根
 人参・ごぼう・だし昆布・グレープフルーツ
 南瓜

 21  木

 米飯
 豆腐とツナコーンフリッター
 なす炒め　　春雨中華和え
 トマト
 わかめとじゃが芋味噌汁
 キウイフルーツ

 牛乳

 ビスケット

 フルーツヨーグルト　

 牛乳　・木綿豆腐
 ツナフレークノンドリップ・鶏卵　
 ミックスチーズ・豚もも肉・味噌
 ロースハム・煮干し・スキムミルク

 ビスケット・精白米・小麦粉・サラダ油
 上白糖・春雨・炒りごま白・ごま油　
 じゃが芋

 冷凍ホールコーン・玉ねぎ・なす・人参
 胡瓜・トマト・カットわかめ・だし昆布
 キウイフルーツ・りんご缶詰・バナナ
 洋梨缶・パイン缶・黄もも缶　

 22  金

 【 以上児弁当日 】
 米飯　　ポークチャップ
 れんこんの金平
 ほうれん草の磯和え　　トマト
 バナナ　　なす味噌汁

 牛乳
 塩せんべい
 牛乳
 いもケンピ

 牛乳　・豚かたロース・生揚げ・煮干し
 味噌

 サラダ味せんべい・精白米・サラダ油
 炒りごま白・ごま油　・上白糖
 さつま芋

 玉ねぎ・人参・干し椎茸・れんこん
 ほうれん草・焼きのり・のり佃煮・トマト
 バナナ・なす・だし昆布

 23  土

 米飯　　豚バラ大根
 ポテトコロッケ
 小松菜ごま和え　　チーズ
 オレンジ　　麦茶

 牛乳
 ビスケット
 コーンフレーク

 牛乳　・豚バラ肉・キャンディチーズ  ビスケット・精白米・上白糖
 野菜コロッケ・サラダ油・炒りごま白
 チョコクリスピー・コーンフレーク

 大根・人参・干し椎茸・冷凍グリンピース
 だし昆布・小松菜・白菜・オレンジ

 25  月

 米飯　　豚丼
 ツナス　　胡瓜酢の物
 トマト　　五目かき卵汁
 バナナ

 牛乳
 せんべい
 牛乳
 おからドーナツ

 牛乳　・豚もも肉
 ツナフレークノンドリップ・鶏卵　
 おから・調製豆乳

 揚げせんべい・精白米・上白糖
 サラダ油・ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ・粉砂糖

 玉ねぎ・人参・いんげん・ささがきごぼう
 だし昆布・なす・胡瓜・白かぶ・干し菊
 トマト・生しいたけ・万能ねぎ・バナナ

 26  火

 米飯　　ほっけのカレー揚げ
 ウインナーケチャップ炒め
 ブロッコリーのごま和え
 トマト　　豆腐すまし汁
 りんご

 牛乳
 ビスケット
 牛乳
 かぼちゃサンド

 牛乳　・ほっけ骨なし
 荒挽きウインナー・絹ごし豆腐・煮干し
 粉チーズ

 ビスケット・精白米・片栗粉・小麦粉
 サラダ油・炒りごま白・上白糖・食パン

 玉ねぎ・ピーマン・人参・ブロッコリー・胡瓜
 トマト・万能ねぎ・だし昆布・りんご・南瓜
 干しぶどう

 27  水

 【 誕生会・ごはんのいらない日 】
 米飯　　アンパンマンピラフ
 ミートソースコロッケ
 和風サラダ　　わかめスープ
 フルーツ盛り合わせ

 牛乳
 煎餅
 牛乳
 手作り春のロールケー

 牛乳　・鶏もも肉・鶏卵　・豚ひき肉
 生クリーム

 南部ごませんべい・精白米
 マーガリン・じゃが芋・小麦粉
 サラダ油・上白糖・オリーブ油
 炒りごま白・片栗粉・（食紅）赤・黄

 玉ねぎ・マッシュルーム缶・人参
 冷凍ホールコーン・プチトマト・干しぶどう
 ﾐｯｸｽﾍﾞｼﾞﾀﾌﾞﾙ・ホールトマト缶・キャベツ
 もやし・カットわかめ・長ねぎ・レタス
 パインアップル・オレンジ・バナナ

 28  木

 かにたま風　　ふき炒め
 バンバンジー　　トマト
 味噌汁
 ミニゼリー

 牛乳

 せんべい

 手作りヨーグルト

 牛乳　・鶏卵　・アラスカ・豚もも肉
 油揚げ・鶏胸肉・生揚げ・煮干し・味噌
 スキムミルク

 揚げせんべい・サラダ油・上白糖
 片栗粉・すりごま・ごま油　
 フルーツゼリー・苺ジャム

 長ねぎ・干し椎茸・茹もうそう筍
 冷凍グリンピース・茹ふき・胡瓜・人参
 レタス・トマト・キャベツ・小松菜・山東菜
 大根・玉ねぎ・なす・白菜・ほうれん草
 もやし・茹わらび・だし昆布

 30  土

 【 麺の日・ごはんのいらない日 】
 ゆで卵　　きつねうどん
 チキンナゲット
 キャベツの甘酢あえ　　チーズ
 麦茶　　キウイフルーツ

 牛乳
 ビスケット
 牛乳
 ジャムサンド（イチゴジ

 牛乳　・鶏卵　・油揚げ・煮干し
 板かまぼこ・チキンナゲット
 ベビーチーズ

 ビスケット・ごま油　・茹でうどん
 上白糖・サラダ油・食パン・苺ジャム

 だし昆布・干し椎茸・長ねぎ・キャベツ・胡瓜
 大葉・キウイフルーツ

  500 kcal   19.6 g   19.8 g   292 mg   1.9 mg    135 μg   0.20 mg   0.28 mg   14 mg   4.5 g


