3月 給食・おやつメニュー表
給食

日曜

2 月 ナポリタン チーズ ゆで野菜 野菜スープ ゼリー
✿お誕生日会 お楽しみ給食✿

3 火 ちらし寿司 野菜たっぷりかき揚げ 野菜の和え物 すま
し汁 りんご

おやつ

牛乳（10時） 牛乳(３時)
ケーキ（いちご）

春のグラタン風 ロールパン フライドポテト 野菜 牛乳（10時） 牛乳（３時）

4 水 スープ フルーツヨーグルト

クラッカーサンド

五目焼きそば アスパラの和え物 野菜スープ

6 金 グレープフルーツ

緑：調子をととのえる

黄：熱や力となる

マカロニ・スパゲティ 有塩バター たまねぎ トマトケチャプ にんじん 青ピーマン コーン缶詰粒 ブロッコリー
はくさい にんじん えのきたけ ぶなしめじ にら 長ねぎ だいこん トマト缶
オレンジゼリー ポップコーン

普通牛乳 鶏卵 油揚げ でんぶ 鶏む 三温糖 精白米 薄力粉 調合油 さ にんじん 生しいたけ 焼きのり ごぼう さやえんどう かんぴょう 刻み昆布
ね(皮なし) 蒸しかまぼこ 若鶏ささ身 つまいも ホットケーキミックス 有 ほんしめじ たまねぎ なばな キャベツ ほそめこんぶ 赤ピーマン 黄ピーマ
ン 糸みつば だいこん えのきたけ りんご バナナ いちご
調整豆乳 ホイップクリーム
塩バター
普通牛乳 プロセスチーズ 若鶏もも 薄力粉 有塩バター 調合油 マカ たまねぎ にんじん アスパラガス コーン缶詰粒 キャベツ にんじん ごぼう
皮なし プレーンヨーグルト ホイップ ロニ・スパゲティ ロールパン じゃ えのきたけ 生しいたけ 生わかめ バナナ 白桃缶 みかん缶詰 パインアッ
クリーム
がいも スナッククラッカ－ 三温糖 プル缶詰 かぼちゃ

フルーツきんとん

普通牛乳 ぶたひき肉 甘みそ 生揚 いりごま はるさめ ごま油 精白米 長ねぎ たまねぎ しょうが にんにく にんじん にら りょくとうもやし きゅうり
赤ピーマン 黄ピーマン だいこん ぶなしめじ キャベツ えのきたけ オレン
げ 若鶏むね(皮なし) ホイップクリー 三温糖 さつまいも 無塩バター
ジ いちご みかん缶詰
ム
コーンフレーク

牛乳（10時） 牛乳（２時）
わかめおにぎり

りょくとうもやし にんじん たまねぎ 青ピーマン キャベツ 生しいたけ アス
普通牛乳 ぶたもも(赤肉) くるまえび 中華めん 調合油 和風ドレッシン
パラガス えのきたけ にら にんじん だいこん ごぼう ほんしめじ グレープ
なると 若鶏むね(皮なし)
グタイプ 精白米 いりごま
フルーツ 生わかめ

マーボー春雨ご飯 にんじん甘煮 野菜の和え物 牛乳（10時） 牛乳（３時）

5 木 野菜スープ オレンジ

赤：血や肉になる

牛乳（10時） 野菜フルーツ
普通牛乳 生ソーセージ プロセス
ジュース（３時） ポップコーン チーズ ヨーグルト
ヨーグルト

作成者 栄養士 吉原 貴美

7 土 別紙にて
ひじきご飯 さばの塩焼き ブロッコリーサラダ 野 牛乳（10時） 牛乳（３時）

9 月 菜スープ ゼリー

ピーチケーキ

ハンバーガー カラフルピクルス 人参ポター

11 水 ジュ グレープフルーツ

普通牛乳 鶏もも(皮なし) うずら卵水 三温糖 片栗粉 精白米 じゃがい
れんこん にんじん だいこん さやいんげん コーン缶詰粒 赤ピーマン きゅ
煮缶詰 まぐろ味付け缶詰 甘みそ
も マヨネーズ ホットケーキミック
うり えのきたけ 長ねぎ 生わかめ にんじん たまねぎ りんご いちごジャム
木綿豆腐
ス

牛乳（10時） 牛乳（３時）
じゃこおにぎり

普通牛乳 ぶたひき肉 生クリーム し ロールパン 三温糖 精白米 いり
らす干し
ごま

野菜たっぷりうどん 野菜の素揚げ ほうれん草 牛乳（10時） 牛乳（３時）

12 木 のしらす和え ヨーグルト

手作りピザ

たらの梅おろし煮 わかめごはん きんぴらごぼ 牛乳（10時） 牛乳（３時）

13 金 う レモンマリネ みそ汁 グレープフルーツ

こまつな ひじき にんじん 生しいたけ ブロッコリー たまねぎ 赤ピーマン
黄ピーマン にんじん だいこん 長ねぎ キャベツ ごぼう えのきたけ ほんし
めじ コーン缶詰粒 バナナ 白桃缶

ホットケーキ

鶏肉と野菜のうま煮 ご飯 ポテトサラダ わかめ 牛乳（10時） 牛乳（３時）

10 火 みそ汁 りんご

精白米 いりごま 三温糖 和風ド
普通牛乳 油揚げ さば まぐろ油漬缶
レッシングタイプ オレンジゼリー
詰(白) 調整豆乳
ホットケーキミックス 無塩バター

たまねぎ キャベツ トマトケチャプ にんじん グレープフルーツ だいこん
きゅうり あおのり

ぶなしめじ はくさい 長ねぎ チンゲンサイ にんじん だいこん 生しいたけ
普通牛乳 若鶏むね(皮なし) しらす
ゆでうどん さつまいも 調合油 強
ほうれんそう にんじん たまねぎ トマトホール缶詰 コーン缶詰粒 青ピーマ
干し 削り節 プレーンヨーグルト まぐ
力粉 オリーブ油 薄力粉
ン ミニトマト
ろ油漬缶詰(白) プロセスチーズ
調合油 片栗粉 精白米 三温糖 だいこん 梅干し調味漬 生わかめ ごぼう にんじん レモン果汁 ほうれんそ
いりごま オリーブ油 ホットケーキ う コーン缶詰粒 赤ピーマン 黄ピーマン みずな たまねぎ えのきたけ 長
ねぎ 生しいたけ にら にんじん グレープフルーツ
ミックス 粉糖

ドーナッツ

普通牛乳 たら ロースハム 甘みそ
若鶏ささ身 鶏卵 調整豆乳

牛乳（10時） 牛乳（３時）
豆乳蒸しパン

いりごま 精白米 板こんにゃく 三 にんじん ほうれんそう ごぼう りんごジュース りんご だいこん きゅうり 塩
普通牛乳 しらす干し 油揚げ 甘みそ
温糖 さつまいも オレンジゼリー 昆布 えのきたけ にんじん 長ねぎ ぶなしめじ キャベツ たまねぎ 生しいた
木綿豆腐 調整豆乳
け にら
ホットケーキミックス 調合油

牛乳（10時） 牛乳（３時）
バナナ

普通牛乳

バナナ

普通牛乳 ぶたひき肉 ロースハム プ 調合油 精白米 フレンチドレッシ
ロセスチーズ
ング オレンジゼリー

生しいたけ たまねぎ トマトケチャプ 青ピーマン トマトホール缶詰 れんこん キャベツ 赤ピー
マン さやいんげん コーン缶詰粒 えのきたけ ぶなしめじ にら 長ねぎ だいこん グレープフ
ルーツ バナナ レモン果汁 みかん缶詰 パインアップル缶詰 白桃缶

普通牛乳 ししゃも生干し プロセスチーズ まぐ
ろ油漬缶詰 納豆 油揚げ かつお節 甘みそ
絹ごし豆腐 ぶたもも(赤肉) 削り節

あおのり にんじん パセリ トマトケチャプ たまねぎ にんじん きゅうり 長ね
ぎ こまつな 生しいたけ ほんしめじ ごぼう だいこん オレンジ 乾ひじき

14 土 別紙にて
じゃこごはん さつまいものりんご煮 漬物 みそ

16 月 汁 ゼリー
17 火

♡手作りお弁当♡

キーマカレー シーザーサラダ チーズ 野菜スー 牛乳（10時） 牛乳（３時）

18 水 プ グレープフルーツ

フルーツゼりーバナナ和
え

☆カミカミ献立☆

19 木 ししゃもの天ぷら ご飯（五穀米

以上児） にんじんとろーりチー

ズ 納豆和え 豚汁 オレンジ

20 金

牛乳（10時） 牛乳（３時）
焼きおにぎり

薄力粉 調合油 精白米 五穀 生
いも板こんにゃく

休園 春分の日

21 土 別紙にて
カレイの煮付け ご飯 野菜のオーブン焼き ゆで 牛乳（10時） 牛乳（３時）

23 月 野菜 みそ汁 ゼリー

ふかしさつまいも

野菜たっぷりカレーライス ツナサラダ 野菜スー 牛乳（10時） 牛乳（３時）

24 火 プ りんご

揚げパン

鮭長いもオーブン焼き ご飯 がんも煮 きゅうりと 牛乳（10時） 牛乳（３時）

25 水 わかめの酢の物 みそ汁 グレープフルーツ

スィートポテト

おいなりさん 天ぷら 野菜の和え物 けんちん汁 牛乳（10時） 牛乳（３時）

26 木 オレンジ

抹茶蒸しパン

鶏肉のさっぱり煮 ご飯 かぼちゃサラダ アスパ 牛乳（10時） 牛乳（３時）

27 金 ラとちくわのソテー みそ汁 グレープフルーツ

普通牛乳 まがれい プロセスチーズ 三温糖 精白米 じゃがいも オレン しょうが にんじん パセリ トマトケチャプ コーン缶詰粒 ブロッコリー にんじ
ん たまねぎ えのきたけ こまつな ぶなしめじ だいこん
甘みそ 油揚げ
ジゼリー さつまいも

普通牛乳 鶏もも(皮なし) まぐろ油漬 じゃがいも 精白米 オリーブ油
缶詰 絹ごし豆腐 きな粉
コッペパン 調合油 三温糖

たまねぎ にんじん コーン缶詰粒 ほうれんそう ぶなしめじ レモン果汁
キャベツ 赤ピーマン 黄ピーマン トウミョウ 生しいたけ にんじん チンゲン
サイ ごぼう だいこん 生わかめ りんご

ながいも マヨネーズ 調合油 精
しその葉 にんじん 生わかめ きゅうり キャベツ にら ぶなしめじ 長ねぎ だ
普通牛乳 さけ 甘みそ プロセスチー
白米 三温糖 いりごま さつまいも
いこん えのきたけ ごぼう グレープフルーツ
ズ がんもどき
有塩バター ごま
普通牛乳 油揚げ 若鶏ささ身 かつ 精白米 いりごま 三温糖 さつまい
ほうれんそう キャベツ 梅干し調味漬 たまねぎ にんじん ぶなしめじ 長ね
お節 木綿豆腐 ぶたもも(赤肉) 調整 も 薄力粉 調合油 ホットケーキ
ぎ だいこん オレンジ
豆乳
ミックス
さやいんげん にんにく しょうが かぼちゃ レーズン キャベツ アスパラガス
三温糖 精白米 マヨネーズ いりご
赤ピーマン 黄ピーマン エリンギ ぶなしめじ にら だいこん にんじん 生し
ま 有塩バター 中華めん
いたけ たまねぎ グレープフルーツ だいずもやし コーン缶詰粒 こまつな

野菜たっぷりラーメン

普通牛乳 若鶏もも皮なし プレーン
ヨーグルト 焼き竹輪 甘みそ なると

牛乳（10時） 牛乳（３時）
おふスナック

三温糖 精白米 さつまいも いりご
しょうが たまねぎ にんじん にら 生しいたけ ぶなしめじ 長ねぎ だいこん
普通牛乳 めかじき 凍り豆腐 甘みそ
ま オレンジゼリー 観世ふ 調合
ごぼう 生わかめ あおのり
油揚げ
油

28 土 別紙にて
かじきの甘辛煮 ご飯 ころころさつまいも 高野

30 月 豆腐と野菜の煮物 みそ汁 ゼリー

やさいたっぷり餃子 ご飯 春雨ソテー ゆで野菜 牛乳（10時） 牛乳（３時）

31 火 わかめスープ りんご

バナナパウンドケーキ

☆手作りお弁当☆
３月１７日（火） よろしくお願いします
☆おやつ作りのお知らせ☆
３／５（木） フルーツきんとん作りを行います♪※爪は短く切っておきましょう

普通牛乳 ぶたひき肉 さつま揚げ
ごま油 ぎょうざの皮 精白米 はる キャベツ 生しいたけ にら にんにく しょうが 長ねぎ にんじん たまねぎ エ
若鶏むね(皮なし) 木綿豆腐 調整豆 さめ 調合油 いりごま ホットケー リンギ こまつな ブロッコリー えのきたけ 生わかめ ぶなしめじ だいこん り
んご バナナ
乳
キミックス 有塩バター 三温糖

３月平均摂取量

エネルギー

たんぱく質

脂質

塩分

３歳未満児

463㎉

17.8ｇ

13.0ｇ

1.3ｇ

３歳以上児

561㎉

20.6ｇ

14.6ｇ

1.6ｇ

※１０時牛乳は未満児のみです。 都合により変更する場合があります。
※土曜献立は別紙にて配布しています。

