
平成３１年 　４月　　給食献立予定表 　(２歳児) 　　　邑楽町立南保育園
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1 月 プルーン,
麦茶

バンズ,ハムカツ,シーチキンサラダ,
コーンスープ,夏みかん

ビスケット,
牛乳

ハム,まぐろ 缶詰,生

乳

ロールパン,薄力粉,

パン粉,植物油脂,普

通はるさめ

プルーン,キャベツ,きゅう

り,りょくとうもやし,にん

じん,スイートコーン 缶詰,

たまねぎ,なつみかん 458 15.3 16.7 2.0

2 火 牛乳 ごはん,ミートボール,コールスローサラダ,
味噌汁(白菜,わかめ),バナナ

麩菓子,
とろべー,
麦茶

生乳,ぶたひき肉,全

卵

こめ,でん粉,車糖,マ

ヨネーズ

乾しいたけ,たまねぎ,にん

じん,キャベツ,きゅうり,ス

イートコーン 缶詰,はくさ

い,わかめ,バナナ,とろべー 450 14.8 11.8 1.4

3 水 バナナ にら豚まぜご飯,もやし和え,三平汁,いちご 焼まんじゅう,
牛乳

ぶたひき肉,油揚げ,

まぐろ 缶詰,豆腐,生

乳

こめ,植物油脂,ごま,

じゃがいも

バナナ,にら,にんじん,りょ

くとうもやし,きゅうり,だ

いこん,長葱,いちご
520 17.2 13.5 1.0

4 木 牛乳 食パン,コーンシチュー,華風サラダ,枝豆,
グレープフルーツ

こんがりおむすび
（おかか）,
ほうじ茶

生乳,とりむね［若鶏

肉］,シチューの素,

するめ,かつお節

食パン,じゃがいも,

植物油脂,普通はるさ

め,車糖,こめ

にんじん,たまねぎ,スイー

トコーン 缶詰,マッシュ

ルーム,グリンピース水煮缶

詰,キャベツ,きゅうり,りょ

くとうもやし,えだまめ,グ

レープフルーツ

485 18.2 11.7 2.1

5 金 食べる煮干
し,麦茶

ごはん,しらたき入り豚すき丼,
ドレッシング和え,麦茶,オレンジ

コーンフレーク,
牛乳☆

煮干し,豚かたロース

脂肪なし,生乳

こめ,しらたき,植物

油脂,車糖,コーンフ

レーク

にんじん,たまねぎ,キャベ

ツ,きゅうり,バレンシアオ

レンジ
457 18.6 12.3 1.1

6 土 パン,牛乳,フルーツ 生乳 ロールパン バレンシアオレンジ

8 月 野菜せんべ
い,麦茶

ごはん,焼き魚（さけ）,切干煮,
味噌汁(キャベツ,人参,玉葱),オレンジ

マカロニきなこ,
麦茶★

新巻さけ,油揚げ,き

な粉

こめ,板こんにゃく,

植物油脂,車糖,マカ

ロニ・スパゲッティ

切干しだいこん,にんじん,

キャベツ,たまねぎ,バレン

シアオレンジ
419 20.2 6.6 1.6

9 火 牛乳 バターロール,ワンタンスープ,
サラダスパゲッティ,枝豆,バナナ

グレープゼリー,
ビスケット,
麦茶

生乳,ぶたひき肉 バターロール,ワンタ

ンの皮,植物油脂,マ

カロニ・スパゲッ

ティ

はくさい,にんじん,りょく

とうもやし,長葱,しょうが,

生しいたけ,たけのこ水煮缶

詰,きゅうり,キャベツ,えだ

まめ,バナナ

417 12.4 11.8 1.5

10 水 かぼちゃボー
ロ,麦茶

ごはん,納豆和え,リヨネーズサラダ,
味噌汁(白菜,小町麩),グレープフルーツ

フランスパンせんべ
い,牛乳

納豆,しらす干し,ま

ぐろ 缶詰,粉チーズ,

生乳

こめ,普通はるさめ,

植物油脂,焼きふ,フ

ランスパン,マヨネー

ズ

ほうれんそう,にんじん,

キャベツ,きゅうり,パセリ,

はくさい,グレープフルーツ
451 15.9 12.4 1.9

11 木 牛乳 ロールパン,ナポリタン,若布スープ,
スティック胡瓜,いちご

醤油だんご,
ほうじ茶

生乳,ベーコン,粉

チーズ,とりむね［若

鶏肉］,全卵

バターロール,マカロ

ニ・スパゲッティ,植

物油脂,でん粉

たまねぎ,にんじん,青ピー

マン,マッシュルーム,わか

め,りょくとうもやし,きゅ

うり,いちご 521 16.7 17.0 2.3

12 金 いちご しらす入りご飯,肉じゃが,
ドレッシングサラダ,麦茶,宇和ゴールド

ごま蒸しパン,
牛乳

しらす干し,ぶたも

も,生揚げ,生乳

こめ,じゃがいも,し

らたき,車糖,プレ

ミックス粉,ごま

いちご,にんじん,たまねぎ,

長葱,キャベツ,きゅうり,グ

レープフルーツ
490 17.5 9.8 1.6

13 土 パン,牛乳,フルーツ 生乳 スナックスティック グレープフルーツ

15 月 牛乳 ごはん,カレー,小松菜のナムル,
チーズかまぼこ,麦茶,いちご

フルーツヨーグルト
和え,
麦茶★

生乳,ぶたひき肉,粉

乳,チーズかまぼこ,

ヨーグルト

こめ,じゃがいも,植

物油脂,ごま,車糖

にんじん,たまねぎ,こまつ

な,りょくとうもやし,いち

ご,バナナ,りんご,もも 缶

詰,みかん 缶詰,パインアッ

プル 缶詰,干しぶどう

513 15.7 14.3 1.8

16 火 バナナ ミルクパン,きつねうどん,煮豆,
スティック胡瓜,夏みかん

フランクフルト,
麦茶

ぶたもも,油揚げ,な

ると,いんげんまめ,

ソーセージ

ミルクパン,うどん,

車糖

バナナ,にんじん,生しいた

け,長葱,きゅうり,なつみか

ん
410 12.7 8.6 1.7

17 水 プルーン,
麦茶

ごはん,煮魚（かじき）,中華風サラダ,
味噌汁(大根,人参,きぬさや),オレンジ

シュガートースト,
牛乳☆

めかじき,生乳 こめ,車糖,普通はる

さめ,ごま,食パン,

マーガリン,ざらめ糖

プルーン,しょうが,きゅう

り,キャベツ,にんじん,りょ

くとうもやし,だいこん,さ

やえんどう,バレンシアオレ

ンジ

463 18.1 10.9 1.5

18 木 型抜きチー
ズ,麦茶

バターロール,チキンボールスープ,
マカロニサラダ,ミニトマト,バナナ

クッキー(パンプキン・プ

レーン),
牛乳

プロセスチーズ,とり

ひき肉,全卵,生乳

バターロール,パン

粉,普通はるさめ,植

物油脂,マカロニ・ス

パゲッティ,マヨネー

ズ

長葱,しょうが,はくさい,に

んじん,生しいたけ,きゅう

り,キャベツ,りんご,ミニト

マト,バナナ 477 16.2 18.7 1.2

19 金 牛乳 ごはん,豚肉の生姜焼き,野菜の胡麻味噌和え,
味噌汁(にら,卵),グレープフルーツ

プリン,
ヘム鉄入りえびせん,
麦茶

生乳,豚肩ロース,全

卵

こめ,植物油脂,車糖,

すりごま

しょうが,たまねぎ,にんじ

ん,青ピーマン,はくさい,ほ

うれんそう,りょくとうもや

し,にら,グレープフルーツ 541 19.9 18.6 1.0

20 土 パン,牛乳,フルーツ 生乳 黒糖ロール バレンシアオレンジ

22 月 いちご ごはん,マーボー豆腐,小松菜のおかかマヨ和え,
麦茶,宇和ゴールド

味噌パン,
牛乳☆

ぶたひき肉,豆腐,か

つお節,生乳

こめ,じゃがいも,で

ん粉,植物油脂,車糖,

マヨネーズ,ロールパ

ン

いちご,にんじん,たまねぎ,

生しいたけ,長葱,しょうが,

こまつな,スイートコーン 

缶詰,グレープフルーツ 494 16.4 13.7 1.6

23 火 食べる煮干
し,麦茶

コッペパン,五目焼きそば,洋風かき卵スープ,
ブロッコリー,グレープフルーツ

ワッフル,
牛乳

煮干し,ぶたもも,と

りむね［若鶏肉］,全

卵,生乳

コッペパン,中華め

ん,植物油脂,バター

キャベツ,りょくとうもや

し,にんじん,青ピーマン,あ

おのり,スイートコーン 缶

詰,トマト,ブロッコリー,グ

レープフルーツ

403 20.2 13.5 1.8

24 水 牛乳 たけのこご飯,キャベツサラダ,
パンプキンエッグ,味噌汁(豆腐,なめこ,長葱),
オレンジ　　　　　　　　　（おにぎりの日）

リッツサンド,
ジョア

生乳,油揚げ,焼き竹

輪,パンプキンエッ

グ,豆腐

こめ,マヨネーズ,

マーガリン

たけのこ水煮缶詰,キャベ

ツ,きゅうり,にんじん,わか

め,なめこ,長葱,バレンシア

オレンジ,いちご ジャム 511 13.9 13.9 1.4

25 木 ベジかりん,
麦茶

ロールパン,ベーコンチャウダー,
ポテトサラダ,枝豆,バナナ

じゃこおむすび,
ほうじ茶

ぶたもも,ベーコン,

なると,全卵,ちりめ

んじゃこ

バターロール,じゃが

いも,マヨネーズ,こ

め,ごま

にんじん,たまねぎ,キャベ

ツ,スイートコーン 缶詰,

きゅうり,干しぶどう,りん

ご,えだまめ,バナナ,あまの

り

519 13.3 14.8 1.5

26 金 牛乳 ごはん,ハヤシライス,コーンサラダ,
型抜きチーズ,麦茶,いちご

柏もち,
麦茶★

生乳,和牛かた,プロ

セスチーズ

こめ,植物油脂 にんじん,たまねぎ,マッ

シュルーム,キャベツ,きゅ

うり,スイートコーン 缶詰,

いちご 518 15.7 15.5 1.5

27 土 パン,牛乳,フルーツ 生乳 ロールパン,マーガリ

ン

バナナ

476 16.4 13.3 1.6月 平 均


