
0～2歳 3～5歳

ご飯  精白米  豚肉  にんじん たまねぎ りんご せんべい お麩のラスク

カレー  じゃがいも  海藻ミックス 乾わかめ 麦茶 牛乳

海藻サラダ  砂糖 オリーブ油  きゅうり レタス

オレンジ  オレンジ

☆

ご飯  精白米  まぐろ  はくさい にんじん バナナ ピーチゼリー

鮪の照り焼き  じゃがいも  かつお節  たまねぎ 青ねぎ 麦茶 チーズ

白菜のおかか和え  みそ 麦茶

じゃが芋の味噌汁

☆ ☆

せんべい

麦茶

ご飯  精白米  豚肉 黒はんぺん  にんじん ごぼう ピーマン ルヴァン ツナサンド

栄養きんぴら  糸こんにゃく  木綿豆腐 みそ  きゅうり キャベツ 塩昆布 麦茶 麦茶

きゅうりの即席漬け  ごま油 いりごま  青ねぎ たまねぎ

豆腐の味噌汁  砂糖

☆ ☆

ご飯  精白米  鶏肉 みそ  キャベツ 焼きのり オレンジ ジャムマフィン

若鶏の西京焼き  三温糖  しらす干し  えのき 青ねぎ たまねぎ 麦茶 牛乳

春キャベツのじゃこサラダ  砂糖 ごま油

えのきの清汁

☆ ☆

スパゲティミートソース  オリーブ油 砂糖  豚肉  たまねぎ にんにく トマト缶 チーズ フルーツグミ

グリーンサラダ  ソフト麺  ツナ  乾しいたけ ケチャップ 麦茶 せんべい

コーンと玉葱のスープ  卵なしマヨネーズ  レタス にんじん きゅうり 麦茶

りんご  コーン缶 パセリ りんご

☆ ☆ ☆

ご飯  精白米  豚肉 みそ  キャベツ たまねぎ せんべい バナナ

回鍋肉  オリーブ油 片栗粉  もやし きゅうり 刻みのり 麦茶 かみかみ昆布

もやしのナムル  砂糖 ごま油  ほうれんそう にんじん （1歳児から）

中華スープ 麦茶

☆ ☆ ☆

ご飯  精白米  さば  にんじん たまねぎ バナナ 桜クッキー

鯖の塩麹漬け焼き  塩こうじ  おから 豚肉  乾しいたけ グリーンピース 麦茶 ジョア

卯の花炒り  オリーブ油 三温糖  木綿豆腐 みそ  なめこ 青ねぎ （1歳児から）

なめこの味噌汁

☆ ☆

ご飯  精白米  鶏肉  れんこん りんご もちもち

れんこんつくね  片栗粉 砂糖  焼き竹輪  乾ひじき にんじん 麦茶 チーズパン

ひじきの炒め煮  オリーブ油  みそ  たまねぎ ほうれんそう 牛乳

ほうれん草の味噌汁  糸こんにゃく 

☆ ☆

ご飯  精白米  豚肉  にんじん いんげん チーズ 元気ヨーグルト

肉じゃが  じゃがいも 砂糖  みそ  キャベツ しめじ 麦茶 ビスコ

野菜の胡麻和え  オリーブ油  青ねぎ たまねぎ 麦茶

麩の味噌汁  いりごま 麩

☆ ☆

ご飯  精白米  鶏肉  しょうが ビスケット プリンアラモード

若鶏の唐揚げ  片栗粉 オリーブ油  きゅうり にんじん 麦茶 牛乳

マカロニサラダ  マカロニ  コーン缶 パセリ

コーンスープ  卵なしマヨネーズ

☆ ☆

マーボー豆腐丼  精白米 三温糖  木綿豆腐 豚肉  にんじん 乾しいたけ せんべい パリパリピザ
中華和え  いりごま 砂糖  みそ  グリーンピース しょうが 麦茶 麦茶
春雨スープ  はるさめ 片栗粉  ロースハム  きゅうり しろきくらげ

 ごま油  たまねぎ ほうれんそう
☆
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ふたばのごはん　４月
ふたば保育園

日 曜 献立名

昼　　　　　　　　食
午前おやつ

（０～２歳児）

午後おやつ

（全児）

栄養価

★は新メニューです。
☆は仲良しメニューです。

3 土

10 土

344

324

火 410 502

木

からだを
つくるもの

力や熱に
なるもの

体の調子をよくするもの

314

主　な　材　料　名
エネルギー(kcal)

15 木 378 424

職　員　研　修

14 水

12 月 440



0～2歳 3～5歳

日 曜 献立名

昼　　　　　　　　食
午前おやつ

（０～２歳児）

午後おやつ

（全児）

栄養価

からだを
つくるもの

力や熱に
なるもの

体の調子をよくするもの

主　な　材　料　名
エネルギー(kcal)

ご飯  精白米  まぐろ  ケチャップ バナナ ホットケーキ

まぐろのチーズ焼き  薄力粉  チーズ  レタス きゅうり にんじん 麦茶 牛乳

生野菜サラダ  砂糖 オリーブ油  パイン缶

野菜スープ  キャベツ たまねぎ パセリ

★ ☆

せんべい

麦茶

ご飯  精白米  豚肉 みそ  きくらげ たけのこ にら りんご レーズンケーキ

炒めビーフン  ビーフン いりごま  ロースハム  にんじん しょうが にんにく 麦茶 ジョア

切干し大根の中華風サラダ  ごま油  砂糖  切干しだいこん きゅうり （1歳児から）

中華風ネギスープ  たまねぎ 白ねぎ 青ねぎ

☆

♪ふたばっこDAY♪

メープルパン  メープルパン  豚肉 鶏卵  たまねぎ ケチャップ せんべい 五平餅

ミートローフ  オリーブ油  レタス きゅうり ミニトマト 麦茶 麦茶

野菜サラダ  砂糖 パン粉  ミックスベジタブル

粉ふきいも  じゃがいも  パセリ

青りんごゼリー  ドレッシング

☆ ☆

ご飯  精白米 パン粉  白身魚  刻み昆布 にんじん ごぼう バナナ 卯の花マフィン

魚のゆかりパン粉焼き  糸こんにゃく  さつま揚げ  たまねぎ 乾わかめ 麦茶 牛乳

切り昆布と野菜の煮つけ  じゃがいも  みそ  ゆかりふりかけ

玉葱の味噌汁  三温糖 オリーブ油

☆ ☆

ご飯  精白米  ぶたレバー 鶏肉  ケチャップ コーン缶 ビスケット フルーツ

レバーケチャップからめ  片栗粉 オリーブ油  大豆  キャベツ きゅうり 麦茶 ヨーグルト

コールスロー  砂糖  にんじん パセリ 麦茶

きのこのスープ  しめじ えのき たまねぎ

☆ ☆

桜ごはん  精白米  鶏肉  かぼちゃ いんげん オレンジ チーズポテト

かぼちゃのそぼろ煮  砂糖  しらす干し  だいこん きゅうり 麦茶 牛乳

小魚のサラダ  卵なしマヨネーズ  油揚げ みそ  乾わかめ たまねぎ

わかめの味噌汁

☆ ☆

せんべい

麦茶

ご飯  精白米  鶏肉 高野豆腐  にんじん たけのこ チーズ オレンジ

高野豆腐の含め煮  砂糖  ツナ  乾しいたけ いんげん 麦茶 せんべい

キャベツの和風和え物  卵なしマヨネーズ  キャベツ 塩昆布 麦茶

そうめんの清汁  そうめん  たまねぎ  青ねぎ

☆ ☆ ☆

ご飯  精白米  焼き竹輪  たまねぎ コーン缶 バナナ 青のりとチーズの

竹輪のマヨネーズ焼き  卵なしマヨネーズ  納豆 ツナ  乾しいたけ パセリ 麦茶 クラッカー

納豆サラダ  オリーブ油 砂糖  チーズ  きゅうり  レタス にんじん 麦茶

もやしの味噌汁  みそ  もやし 乾わかめ

☆ ★

ご飯  精白米  白身魚  しょうが 白ねぎ にんにく りんご よもぎむしぱん

揚げ魚のチリソース  片栗粉 オリーブ油  しらす干し  ケチャップ にんじん 麦茶 牛乳

しらすのチョレギサラダ  ごま油 砂糖  レタス きゅうり 焼きのり

青梗菜のスープ  チンゲンサイ たまねぎ 

☆ ☆

ご飯  精白米  鶏肉  たまねぎ しょうが にんにく せんべい トライアングル

ローストチキン  オリーブ油 砂糖  ベーコン  きゅうり レタス にんじん 麦茶 牛乳

フレンチサラダ  じゃがいも  コーン缶 トマト

ミネストローネ

☆

30 金 480 552

28 水 496 596

29 木 昭　和　の　日

26 月 318 361

27 火 366 433

23 金 312 380

24 土

21 水 471 544

22 木 444 500

19 月 441 527

20 火 399 450

16 金 435 500

17 土


