
2021年度　　

うめはなキッズYPC保育園
武庫之荘駅前

給食 おやつ 材料 給食 おやつ 材料
ハヤシライス 牛乳 ごはん 牛乳
グリーンサラダ もちもちじゃがチーズ 麻婆豆腐 おじや
バナナ 春雨のごま酢和え

りんご

ごはん 牛乳 ごはん 牛乳
カレイの照り焼き おじや サケのヨーグルト味噌焼き おにぎり
切り昆布のごま和え もやしの中華和え
すまし汁 すまし汁

バナナ
ふりかけごはん 牛乳 ごはん 牛乳
サケの香草マヨ焼き おにぎり 鶏肉の味噌照り焼き チーズケーキ
もやしのかつお和え 切干大根の煮物
キャベツの浅漬け すまし汁
みそ汁 オレンジ
ビビンバ 牛乳 ごはん 牛乳
中華スープ さつまいも蒸しパン タラのカレー照り焼き おやつ
りんご ひじき豆

みそ汁
りんご

ごはん 牛乳 ごはん 牛乳
煮魚 おやつ 焼肉 ロッククッキー
ほうれん草のごま和え チンゲン菜のおかか和え
すまし汁 豆腐スープ
オレンジ いちご
ごはん お茶 ごはん 牛乳
とりつくねの甘辛煮 フルーツヨーグルト サケの塩焼き おじや
大根サラダ アスパラのおかか和え
昆布のおかか煮 みそ汁
みそ汁 春みかん
きつねうどん 牛乳 ロールパン 牛乳
かぼちゃのそぼろ煮 おじや ポークビーンズ おにぎり
いちご 春野菜サラダ

いちご

ロールパン 牛乳 サケごはん 牛乳
クリームシチュー おにぎり みつばちバーグ ホットケーキ
ちりめんサラダ さつまいものサラダ
いちご 野菜スープ

オレンジ
ごはん 牛乳 ふりかけごはん 牛乳
サケのチャンチャン焼き 豆腐ドーナツ カレイの照り焼き おやつ
すまし汁 ちくわともやしの磯部和え
オレンジ ふかし芋

みそ汁
カレーライス 牛乳 ごはん 牛乳
サワーサラダ おやつ たまごのオーブン焼き おじや
キャンディチーズ ブロッコリーの割醤油和え

もずくスープ

ごはん 牛乳
タイの竜田揚げ クラッカーサンド
ブロッコリーのごま和え
すまし汁

4 月 献 立 表

1 木

精白米 牛肉 じゃが芋 たまねぎ にんじん マッシュルーム グリ
ンピース（冷） サラダ油 ハヤシルウ 料理酒 トマトピューレ
固形ブイヨン 春キャベツ アスパラガス ツナ（水煮） ホール
コーン缶 りんご酢 砂糖 食塩 バナナ 牛乳 チーズ 片栗粉

16 金

精白米 鶏モモ肉 みそ みりん 砂糖 切干大根 にんじん いんげ
ん うす揚げ サラダ油 濃口しょうゆ 木綿豆腐 青葱 薄口しょう
ゆ 食塩 削り節 出し昆布 オレンジ 牛乳 ヨーグルト クリーム
チーズ レモン汁 ホットケーキミックス 卵

精白米 木綿豆腐 豚肉ミンチ たまねぎ にんじん ねぎ 干ししい
たけ サラダ油 しょうが 八丁味噌 濃口しょうゆ 砂糖 みりん
削り節 出し昆布 片栗粉 料理酒 はるさめ きゅうり ホールコー
ン缶 ハム わかめ（乾） 酢 いりごま 淡口しょうゆ 食塩 りん
ご 牛乳

2 金

精白米 からすかれい 料理酒 食塩 濃口しょうゆ みりん 砂糖
だいこん きゅうり 刻み昆布 いりごま ごま油 ほうれん草 たま
ねぎ にんじん えのきだけ 淡口しょうゆ 削り節 出し昆布 じゃ
が芋 牛乳

19 月

精白米 サケ 豆乳ヨーグルト みそ 濃口しょうゆ 砂糖 しょうが
レモン汁 もやし わかめ にんじん にら 白ごま 米酢 ごま油 木
綿豆腐 青葱 薄口しょうゆ 食塩 削り節 出し昆布 バナナ 牛乳

5 月

精白米 ふりかけ サケ たまねぎ 青のり サラダ油 上新粉 食塩
マヨドレ もやし にんじん 削り節 みりん 濃口しょうゆ キャベ
ツ 米酢 砂糖 小松菜 うす揚げ みそ 出し昆布 牛乳 20 火

精白米 牛肉 たまねぎ 赤パプリカ 黄パプリカ しょうが 濃口
しょうゆ 砂糖 みりん 料理酒 サラダ油 チンゲン菜 花かつお
削り節 出し昆布 絹ごし豆腐 白菜 にんじん わかめ（乾） 鶏が
らスープ 淡口しょうゆ 食塩 片栗粉 いちご 牛乳 小麦粉 ベー
キングパウダー バター バニラエッセンス 卵

6 火

精白米 豚ミンチ にんにく しょうが ほうれん草 にんじん もや
し コーン サラダ油 濃口しょうゆ 砂糖 ごま油 白ごま はくさ
い えのき 薄口しょうゆ 鶏がらスープの素 りんご 牛乳 蒸しパ
ンミックス さつまいも

21 水

精白米 タラ カレー粉 みりん 濃口しょうゆ 大豆 ひじき うす
揚げ にんじん ごぼう サラダ油 砂糖 小松菜 みそ 出し昆布 削
り節 りんご 牛乳

7 水

精白米 カラスカレイ 濃口しょうゆ 砂糖 みりん 料理酒 ほうれ
ん草 にんじん いりごま 削り節 出し昆布 白菜 みずな たまね
ぎ 淡口しょうゆ 食塩 清美オレンジ 牛乳 22 木

ロールパン 豚肉 大豆（水煮） じゃが芋 たまねぎ にんじん サ
ラダ油 トマトケチャップ トマト（水煮） ウスターソース 固
形ブイヨン 食塩 砂糖 料理酒 春キャベツ アスパラガス ホール
コーン缶 りんご酢 淡口しょうゆ 削り節 出し昆布 牛乳 精白米

8 木

精白米 鶏ミンチ 青葱 しょうが 料理酒 濃口しょうゆ 片栗粉
みりん 砂糖 シーチキン だいこん きゅうり コーン 米酢 ゆか
り 出し昆布 削り節 もやし みそ ヨーグルト いちご みかん缶
パイン缶

23 金

精白米 サケ レモン汁 食塩 アスパラガス 春キャベツ にんじん
花かつお 濃口しょうゆ 削り節 出し昆布 かぼちゃ たまねぎ え
のきたけ わかめ（乾）みそ カラマンダリン 牛乳

9 金

うどん（冷） 油揚げ 砂糖 濃口しょうゆ かまぼこ ねぎ 食塩
淡口しょうゆ みりん 削り節 出し昆布 かぼちゃ 鶏肉ミンチ グ
リンピース（冷） サラダ油 片栗粉 いちご 牛乳 26 月

精白米 ふりかけ カラスカレイ みりん 濃口しょうゆ もやし
ピーマン 竹輪 焼きのり 砂糖 さつま芋 キャベツ 青葱 みそ 削
り節 出し昆布 牛乳

12 月

ロールパン 鶏肉 たまねぎ じゃが芋 にんじん クリームコーン
缶 パセリ（乾） バター 牛乳 ベシャメルソース 固形ブイヨン
食塩 しらす干し 春キャベツ きゅうり 酢 砂糖 淡口しょうゆ
ごま油 いちご 精白米

27 火

精白米 サケフレーク 牛ミンチ 豚ミンチ たまねぎ じゃが芋 木
綿豆腐 食塩 こしょう ケチャップ ウスターソース きゅうり 焼
きのり グリンピース さつまいも にんじん 砂糖 米酢 マヨドレ
だいこん キャベツ しめじ 鶏がらスープの素 薄口しょうゆ パ
セリ オレンジ 牛乳 ホットケーキミックス 卵 生クリーム

13 火

精白米 サケ 料理酒 春キャベツ たまねぎ ホールコーン缶 えの
きたけ 味噌 砂糖 みりん サラダ油 絹ごし豆腐 にんじん しめ
じ みつば わかめ（乾） 淡口しょうゆ 食塩 出し昆布 削り節
清美オレンジ 牛乳 ホットケーキミックス 木綿豆腐

28 水

14 水

精白米 豚肉 じゃが芋 たまねぎ にんじん ピーマン アレルゲン
フリーカレールウ ウスターソース 濃口しょうゆ 鶏がらスープ
キャベツ パイン缶 レーズン マヨドレ 豆乳ヨーグルト レモン
汁 砂糖 キャンディチーズ 牛乳

30 金

精白米 卵 削り節 出し昆布 淡口しょうゆ みりん たまねぎ ツ
ナ（水煮） にんじん みつば 食塩 サラダ油 ブロッコリー 濃口
しょうゆ 削り節 出し昆布 絹ごし豆腐 だいこん もずく ねぎ
しょうが 淡口しょうゆ 鶏ガラスープ片栗粉 牛乳

15 木

精白米 タイ 食塩 料理酒 濃口しょうゆ 片栗粉 サラダ油 ブ
ロッコリー いりごま 削り節 出し昆布 麩 たまねぎ にんじん
みつば 淡口しょうゆ 牛乳 いちごジャム クリームチーズ ク
ラッカー


