
(主食)  ごはん、パン、
　　　めんの料理

(主菜) 　肉、魚、卵、
　　　大豆・大豆製品の料理

(副菜) 野菜、芋、海草
　　きのこが中心の料理

その他

ビスケット ★ごはん ★四川風炒め ★里芋の煮ころがし ★みそ汁 ★パンプキンパイ

　里芋　しょうゆ　砂糖 　わかめ　油揚げ　味噌 餃子の皮　かぼちゃ　砂糖　油

牛乳 ★せんべい

★ヨーグルト ★牛乳

たべっこ動物 ★ごま和え ★みそ汁 ★マドレーヌ

　玉ねぎ　えのき　味噌 　小麦粉　B.P　砂糖　卵　バター

牛乳
2日★ひなあられ
16・30日★せんべい

★りんご ★牛乳

せんべい ★にゅうめん ★じゃが芋甘煮 ★ヨーグルト ★ドーナツ

　じゃが芋　砂糖　しょうゆ ★せんべい

麦茶 ★牛乳

せんべい ★ごはん ★魚の照り焼き ★ひじきの煮物 ★みそ汁 ★お好みパン

　鮭　しょうゆ　みりん　油 　じゃが芋　きゃべつ　味噌 ★カルシウムせんべい

★牛乳

麦茶 ★オレンジ

ギンビスアスパラ ★白菜とりんごのサラダ ★スープ ★五平餅風おにぎり

　豆腐　わかめ　コンソメ　塩
　米　スキムミルク　味噌　砂糖
しょうゆ　みりん　ごま　油

牛乳 ★チーズ

※6日…たてわりクッキングのためじゃがいも→さつまいもに変更 ★麦茶

ビスコ ★ごはん ★酢豚風煮 ★ゆで野菜 ★みそ汁 ★ホットケーキ

　ブロッコリー　マヨドレ 　もやし　わかめ　味噌
　小麦粉　B.P　砂糖　卵　牛乳
バター　油　シロップ

麦茶 ★ミニゼリー

★牛乳

せんべい ♪5歳リクエストメニュー♪ ★ハンバーグ ★ツナサラダ ★中華スープ ★わかめおにぎり

★ごはん 米　わかめ　塩

りんごジュース ★ミニゼリー　★麦茶（0・1・2歳）

★りんごジュース（3・4・5歳）

せんべい ★ごはん ★タンドリーチキン ★中華サラダ ★白菜と春雨のスープ ★ジャムサンド

　食パン　いちごジャム

りんごジュース ★味付小魚（2・3・4・5歳）

★ミニゼリー（0・1歳）★牛乳

ビスケット ★ダイコーンサラダ ★スープ ★すいとん

　豆腐　ねぎ　コンソメ　塩

牛乳

★ヨーグルト ★りんご　　★牛乳

せんべい ★中華丼 ★さつま芋甘煮 ★みそ汁 ★スティックパン

　さつま芋　砂糖　しょうゆ 　わかめ　ねぎ　味噌 ★せんべい

麦茶 ★牛乳

ハーベストセサミ ★ごはん ★油淋鶏 ★ゆで野菜 ★味噌けんちん汁 ★焼き団子（2・3・4・5歳）

　きゃべつ　マヨドレ ★わかめおにぎり（0・1歳）

麦茶 米　わかめ　塩

★フルーツゼリー　★牛乳

せんべい ★ごはん ★いわしのほかほか揚げ ★青菜ともやしのおかか和え ★みそ汁 ★チーズとおかかのおにぎり

　わかめ　えのき　味噌 　米　しょうゆ　かつお節　チーズ

麦茶 ★りんご

★プチトマト ★麦茶

せんべい ★チャンポンうどん ★ボイルウインナー ★さつま芋甘煮 ★ジョア（3・4・5歳） ★お好み焼き

　さつま芋　砂糖　しょうゆ ★ヤクルト（0・1・2歳）
　小麦粉　卵　ツナ　コーン
きゃべつ　油　ケチャップ　ソース

麦茶 ★ミニゼリー

★牛乳

せんべい ★中華おこわ ★ミートボール ★きゃべつとハムのサラダ ★みそ汁 ★キャロットケーキ

　きゃべつ　ハム　酢　塩　油 　豆腐　ほうれん草　味噌
　小麦粉　卵　B.P　砂糖　油
人参

麦茶 ★せんべい

★いちご ★飲むヨーグルト

643 21 ☆給食だよりは裏面です。

548 18

　大根　きゅうり　コーン　砂糖
しょうゆ　酢　ごま油

ツナ缶　キャベツ　きゅうり
マヨドレ

6
20

2
16
30

（土）

　ひじき　人参　油揚げ　油
しょうゆ　砂糖　みりん

2・30日★マーボー豆腐丼

16日★豆腐の中華煮丼

　米　豆腐　豚ひき肉　玉ねぎ　人参　ねぎ　にんにく　しょうが　砂糖
しょうゆ　味噌　油　鶏がらスープの素　片栗粉　ごま油

★カレーライス

　米　豚肉　じゃが芋　玉ねぎ　人参　りんご　コンソメ　小麦粉
カレー粉　バター　砂糖　塩　ケチャップ　ソース　牛乳　油

　白菜　りんご　きゅうり　砂糖
塩　酢　油

　干しうどん　豚肉　人参
きゃべつ　もやし　にら
ねぎ　筍　塩　しょうゆ
ごま油

8

（木）

　豚肉　しょうが　しょうゆ　人参　玉ねぎ
じゃが芋　干し椎茸　油　砂糖　みりん　塩
ケチャップ　酢　片栗粉　ピーマン

　鶏肉　塩　しょうゆ　にんにく　カレー粉
ヨーグルト

（土）

３０年３月　基本献立　　  　                                                                                                                                               保育幼稚園課

3
17
31

午後のおやつ

1
15

　冷麦　鶏肉　人参　ねぎ　青菜　しょうゆ　みりん

　豚肉　人参　白菜　春雨　しょうが　ねぎ
にんにく　しょうゆ　砂糖　油　片栗粉
鶏がらスープの素　ごま油

昼　　　　　　　　　　　　　　　　食

(木）

　きゃべつ　人参　ごま　しょうゆ
砂糖

午前の
おやつ日

（火）

5
19

　米　もち米　豚肉　人参
筍　干し椎茸　砂糖
しょうゆ　塩　酒　油
ごま油

　鶏ひき肉　玉ねぎ　人参　ケチャップ　塩
こしょう　片栗粉　油　砂糖　ソース

14
（水）
行事
食

10
24

9
23

　米　豚肉　きゃべつ　もやし　青菜　人参　玉ねぎ　筍　砂糖
しょうゆ　塩　酒　鶏がらスープの素　油　ごま油　片栗粉

（水）

　いわし　豆腐　ごぼう　人参　椎茸
さつま芋　ねぎ　味噌　しょうが　みりん
片栗粉　油

　スパゲティ　豚ひき肉　玉ねぎ　トマト　人参　ピーマン
マッシュルーム　ケチャップ　ソース　油　米粉

13
27

28

7
29

★ミートソーススパゲティ

（水）
(木）

（金）

22

 *献立は行事などの都合で変更になる場合があります。               　　　 　　　　　   未満児

（火）

（月）

 *だし汁はかつお節、煮干し、昆布からとっています。　　今月の栄養量（平日平均値）    　　　　         　エネルギー　kcal           　　       　        蛋白質　ｇ

 *油はなたね油を中心にしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上児

（木）

　豆腐　里芋　大根　ねぎ
こんにゃく　干し椎茸　味噌

12
26

　青菜　もやし　かつお節
しょうゆ

　鶏肉　塩　こしょう　片栗粉　ねぎ
にんにく　しょうが　しょうゆ　酒　砂糖　酢
ごま油

　すいとん粉　スキムミルク　人参
玉ねぎ　大根　豚肉　万能ねぎ
塩　しょうゆ

（金）
　米　豆腐　豚肉　白菜　人参　干し椎茸　筍　チンゲン菜　にんにく
ごま油　砂糖　塩　しょうゆ　鶏がらスープの素　片栗粉

(月）

　きゅうり　もやし　人参　砂糖
しょうゆ　酢　ごま油

　白菜　春雨　塩　人参
しょうゆ　酒　ごま油
鶏がらスープの素

人参　わかめ　コーン缶
鶏ガラスープの素　塩

豚ひき肉　玉ねぎ　コーンスターチ　塩
油　中濃ソース　ケチャップ

食品添加物ってなに？ なんで加工食品は控えたほうがいいの？
食品添加物とは、加工食品をつくるときに保存性を高めたり、おいしそう
な味や色をつけたりするために加えられているもののこと。

健康に不適切なものが含まれていることもあるため、忙しい毎日ですが、
手作りを中心に、加工食品は補助的にとり入れることをおすすめします。

安全のためにちょっとひと手間加えて…
・ハム、ベーコン、かまぼこなどはさっと茹でる
・冷凍フライは二度揚げでしっかり加熱
・カップ麺は別容器に移し、麺をもどした湯を捨てて、スープ用のお湯を注ぐ
・レトルト食品は加熱時間厳守！すぐに容器にあける


