
日 曜 ごはん おやつ 　血や肉になる 　熱や力になる 　調子を整える

1 金
ごはん　みそ汁(厚揚げ・万能ねぎ)
肉じゃが
きゃべつのじゃこドレッシング和え

麦茶　牛乳
ハンバーガー

厚揚げ　みそ　しらす
豚肉　牛乳　豚ひき肉

米　じゃがいも　砂糖
サラダ油　ごま油　ポッケ
上新粉

万能ねぎ　玉ねぎ　人参　絹さや
きゃべつ　きゅうり　刻み昆布

2 土
ごはん　みそ汁(きゃべつ・人参)
鶏の塩こうじ焼き
青菜と雑魚の炒め物　もやしの梅肉和え

麦茶
きなこ蒸しパン

みそ　鶏肉
しらす　きなこ

米　ごま油
砂糖　ケーキミックス

きゃべつ　人参　ピーマン　青菜
玉ねぎ　もやし　きゅうり　梅干し

4 月
ごはん　みそ汁(人参・えのき)
鶏のマーマレード焼き　チンゲン菜と厚揚げの炒め物
きゃべつときゅうりのしゃきしゃき和え

麦茶　いりこ
ねぎみそ焼きおにぎり

みそ　鶏肉
厚揚げ　煮干し　しらす

米　マーマレード
ごま油　砂糖

えのき　人参　チンゲン菜
きゃべつ　きゅうり　長ねぎ

5 火
玄米ごはん　みそ汁(大根・長ねぎ)
じゃがいもと鶏肉のごま煮
スナックえんどうの磯和え　人参サラダ

麦茶　牛乳
かいじゅうドーナツ

みそ　鶏肉　牛乳
米　玄米　じゃがいも
砂糖　すりごま　サラダ油
ごま油　ケーキミックス

大根　長ねぎ　スナックえんどう
人参　海苔

6 水
ごはん　みそ汁(もやし・にら)
鰆の梅みそ焼き
きゃべつと油揚げのおひたし　ヨーグルトサラダ

麦茶　牛乳
レモンバター
　　　クリームサンド

みそ　さわら　油揚げ
ツナ缶　ヨーグルト　牛乳

米　砂糖　粉糖
食パン　バター

もやし　にら　梅干し　きゃべつ
人参　きゅうり　レモン汁

7 木
麦ごはん　みそ汁(わかめ・玉ねぎ)
豚ときゃべつのみそ炒め　ポテトサラダ
アスパラガスのおひたし

麦茶　牛乳
ホットケーキ

みそ　かつお節　豚肉
ハム　牛乳

米　押し麦　ケーキミックス
サラダ油　片栗粉　砂糖
じゃがいも　いちごジャム

玉ねぎ　わかめ　きゃべつ　セロリ
人参　干ししいたけ　生姜　にんにく
アスパラガス　きゅうり　かぼちゃ

8 金
チキンカレーライス
かぶスープ
きゃべつとツナのサラダ

麦茶　牛乳
焼豚花巻

鶏肉　ツナ缶　赤みそ
ベーコン　牛乳　焼き豚

米　じゃがいも　サラダ油
上新粉　砂糖　ごま油
薄力粉

人参　玉ねぎ　りんご　かぶ
きゃべつ　きゅうり　レタス　生姜

9 土
ごはん　みそ汁(じゃがいも・玉ねぎ)
しゅうまい
もやしのカレー炒め　大根のさっぱり和え

麦茶　いりこ
ゆかりおにぎり

みそ　煮干し　豚ひき肉
米　じゃがいも　片栗粉
砂糖　ごま油　サラダ油

玉ねぎ　きゃべつ　生姜　もやし
ピーマン　大根　人参　わかめ
ゆかり　海苔

11 月
ごはん　みそ汁(きゃべつ・しめじ)
麻婆豆腐
かぶのやちゃら

麦茶　牛乳
チーズ蒸しパン

みそ　豆腐　赤みそ
豚ひき肉　牛乳　チーズ

米　砂糖　ごま油
片栗粉　長芋
ケーキミックス

きゃべつ　しめじ　にら　人参
長ねぎ　かぶ　きゅうり　わかめ
きくらげ　みかん缶

12 火
ひじきごはん　みそ汁(じゃがいも・絹さや)
かれいの青のり焼き
大豆と昆布の煮物　スナックえんどうのごま炒め

麦茶　牛乳　果物
のしおクッキー

油揚げ　みそ　かれい
大豆水煮　牛乳

米　砂糖　じゃがいも
いりごま　サラダ油　ごま油
薄力粉　さつまいも　バター

ひじき　人参　絹さや　生姜
あおのり　大根　刻み昆布　ごぼう
ピーマン　スナックえんどう　もやし

13 水
ごはん　だぶ
豚と野菜のうま煮
にらともやしの海苔サラダ

麦茶　いりこ
五目おにぎり

鶏肉　厚揚げ　煮干し
油揚げ　豚肉

米　片栗粉　じゃがいも
砂糖　サラダ油　いりごま
白玉麩

人参　ごぼう　干ししいたけ
たけのこ　絹さや　にら　もやし
海苔　しめじ　えのき　きくらげ

14 木
麦ごはん　みそ汁(かぶ・油揚げ)
さばの照り焼き
アスパラガスと豆腐の炒め物　きゃべつと春雨の和え物

麦茶　牛乳
マーマレードケーキ

油揚げ　みそ　さば
豆腐　豚ひき肉
牛乳　卵

米　押し麦　砂糖
ごま油　バター　サラダ油
薄力粉　マーマレード　春雨

かぶ　生姜　アスパラガス
きゃべつ　りんごジュース

15 金
ごはん　みそ汁(厚揚げ・万能ねぎ)
肉じゃが
きゃべつのじゃこドレッシング和え

麦茶　牛乳
ハンバーガー

厚揚げ　みそ　しらす
豚肉　牛乳　豚ひき肉

米　じゃがいも　砂糖
サラダ油　ごま油　ポッケ
上新粉

万能ねぎ　玉ねぎ　人参　絹さや
きゃべつ　きゅうり　刻み昆布

16 土
ごはん　みそ汁(きゃべつ・人参)
鶏の塩こうじ焼き
青菜と雑魚の炒め物　もやしの梅肉和え

麦茶
きなこ蒸しパン

みそ　鶏肉
しらす　きなこ

米　ごま油
砂糖　ケーキミックス

きゃべつ　人参　ピーマン　青菜
玉ねぎ　もやし　きゅうり　梅干し

18 月
ごはん　みそ汁(人参・えのき)
鶏のマーマレード焼き　チンゲン菜と厚揚げの炒め物
きゃべつときゅうりのしゃきしゃき和え

麦茶　いりこ
ねぎみそ焼きおにぎり

みそ　鶏肉
厚揚げ　煮干し　しらす

米　マーマレード
ごま油　砂糖

えのき　人参　チンゲン菜
きゃべつ　きゅうり　長ねぎ

19 火
玄米ごはん　みそ汁(大根・長ねぎ)
じゃがいもと鶏肉のごま煮
スナックえんどうの磯和え　人参サラダ

麦茶　牛乳
かいじゅうドーナツ

みそ　鶏肉　牛乳
米　玄米　じゃがいも
砂糖　すりごま　サラダ油
ごま油　ケーキミックス

大根　長ねぎ　スナックえんどう
人参　海苔

20 水
ごはん　みそ汁(もやし・にら)
鰆の梅みそ焼き
きゃべつと油揚げのおひたし　ヨーグルトサラダ

麦茶　牛乳
レモンバター
　　　クリームサンド

みそ　さわら　油揚げ
ツナ缶　ヨーグルト　牛乳

米　砂糖　粉糖
食パン　バター

もやし　にら　梅干し　きゃべつ
人参　きゅうり　レモン汁

21 木
麦ごはん　みそ汁(わかめ・玉ねぎ)
豚ときゃべつのみそ炒め　ポテトサラダ
アスパラガスのおひたし

麦茶　牛乳
ホットケーキ

みそ　かつお節　豚肉
ハム　牛乳

米　押し麦　ケーキミックス
サラダ油　片栗粉　砂糖
じゃがいも　いちごジャム

玉ねぎ　わかめ　きゃべつ　セロリ
人参　干ししいたけ　生姜　にんにく
アスパラガス　きゅうり　かぼちゃ

22 金
チキンカレーライス
かぶスープ
きゃべつとツナのサラダ

麦茶　牛乳
焼豚花巻

鶏肉　ツナ缶　赤みそ
ベーコン　牛乳　焼き豚

米　じゃがいも　サラダ油
上新粉　砂糖　ごま油
薄力粉

人参　玉ねぎ　りんご　かぶ
きゃべつ　きゅうり　レタス　生姜

23 土
ごはん　みそ汁(じゃがいも・玉ねぎ)
しゅうまい
もやしのカレー炒め　大根のさっぱり和え

麦茶　いりこ
ゆかりおにぎり

みそ　煮干し　豚ひき肉
米　じゃがいも　片栗粉
砂糖　ごま油　サラダ油

玉ねぎ　きゃべつ　生姜　もやし
ピーマン　大根　人参　わかめ
ゆかり　海苔

25 月
ごはん　みそ汁(きゃべつ・しめじ)
麻婆豆腐
かぶのやちゃら

麦茶　牛乳
チーズ蒸しパン

みそ　豆腐　赤みそ
豚ひき肉　牛乳　チーズ

米　砂糖　ごま油
片栗粉　長芋
ケーキミックス

きゃべつ　しめじ　にら　人参
長ねぎ　かぶ　きゅうり　わかめ
きくらげ　みかん缶

26 火
玄米ごはん　みそ汁(じゃがいも・絹さや)
かれいの青のり焼き
大豆と昆布の煮物　スナックえんどうのごま炒め

麦茶　牛乳　果物
のしおクッキー

みそ　かれい
大豆水煮　牛乳

米　砂糖　じゃがいも
ごま　サラダ油　ごま油
薄力粉　さつまいも　バター

人参　絹さや　生姜　青のり
大根　刻み昆布　ごぼう　ピーマン
スナックえんどう　もやし　果物

27 水
ごはん　だぶ
豚と野菜のうま煮
にらともやしの海苔サラダ

麦茶　いりこ
五目おにぎり

鶏肉　厚揚げ　煮干し
油揚げ　豚肉

米　片栗粉　じゃがいも
砂糖　サラダ油　いりごま
白玉麩

人参　ごぼう　干ししいたけ
たけのこ　絹さや　にら　もやし
海苔　しめじ　えのき　きくらげ

28 木
麦ごはん　みそ汁(かぶ・油揚げ)
さばの照り焼き
アスパラガスと豆腐の炒め物　きゃべつと春雨の和え物

麦茶　牛乳
マーマレードケーキ

油揚げ　みそ　さば
豆腐　豚ひき肉
牛乳　卵

米　押し麦　砂糖
ごま油　バター　サラダ油
薄力粉　マーマレード　春雨

かぶ　生姜　アスパラガス
きゃべつ　りんごジュース

29 金 昭和の日

30 土
ごはん　みそ汁(玉ねぎ・白玉麩)
鶏のごまみそ焼き
けんちょう　和風サラダ

麦茶
ジャムスコーン

みそ　鶏肉
豆腐　油揚げ

米　砂糖　すりごま
ごま油　サラダ油　薄力粉
いちごジャム　白玉麩
バター

玉ねぎ　大根　人参
きゃべつ　きゅうり　わかめ

4月のこんだて のしお一丁目保育園

4月のメニューは園の定番のメニューに加えてキャベツアスパラガス等、春に旬の野菜をふんだんに使っています。
今月の郷土料理はだぶ（佐賀県）とカブのやちゃら（富山県）です。しっかり食べて、元気な体を作りましょう。
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