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熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの

ご飯 牛乳120(80)

豚肉の香味焼き ミルクもち

中華風サラダ

かぶと油揚げのみそ汁

ご飯 大根と油揚げのみそ汁 牛乳120(80)

さばの照り焼き みたらし団子

菜花とツナのごま和え

こんにゃくの土佐煮

鮭ちらし寿司 豆腐と菜花のすまし汁 麦茶

鶏肉のごまみそ焼 いちご レアチーズケーキ

さつま芋のオレンジ煮

ゆでブロッコリー

カレーライス 牛乳120(80)

ごぼうとコーンのサラダ きな粉ドーナツ

りんご

野菜うどん 牛乳120(80)

アップルポテト お菓子

ご飯 りんご 牛乳120(80)

鶏のから揚げねぎソース 米粉マーブルクッキー

ほうれん草のごま和え

大根とチンゲン菜のみそ汁

中華丼 牛乳120(80)

コーンクリームスープ ココアういろう

清見オレンジ

ご飯 白菜とベーコンの豆乳スープ 牛乳120(80)

かじきのトマトソース いちご レモンケーキ

マッシュポテト

ほうれん草のソテー

ご飯 牛乳寒（みかん） 牛乳120(80)

筑前煮 マカロニきな粉

ほうれん草とじゃこのお浸し

豆腐とわかめのすまし汁

ご飯 鶏肉ともやしのみそ汁 牛乳120(80)

あじの香り焼き アップルポテト

小松菜とコーンの納豆あえ

にんじんのきんぴら

ハヤシライス 牛乳120(80)

ゆでブロッコリー お菓子

みかんヨーグルト

ご飯 牛乳120(80)

凍り豆腐のはさみ煮 揚げごぼう＆ポテト

蒸し芋

豚肉と白菜のみそ汁

ご飯 牛乳120(80)

さけのホイル焼き 人参もち

きんぴらごぼう

鶏と里芋の五目汁

ご飯 牛乳120(80)

真珠蒸し クリームチーズクッキー

ブロッコリーソテー

白菜とえのきのみそ汁

カレーうどん 牛乳120(80)

フルーツヨーグルト 鬼まんじゅう

ご飯 牛乳120(80)

ぶりのシュンユイ おはぎ

ツナサラダ

切干大根と玉葱のみそ汁

マーボー丼 牛乳120(80)

麩とほうれん草のすまし汁 お菓子

りんご
19 土

米、ごま油、きび砂糖、
焼ふ、片栗粉

牛乳、豆腐、豚ひき肉(赤
身)、みそ

りんご、ねぎ、ほうれんそ
う、えのきたけ、人参、椎
茸、生姜

17 木

うどん、さつま芋、小麦
粉、きび砂糖、米油

牛乳、ヨーグルト、豚肉 玉ねぎ、りんご、もも缶、
なつみかん缶、ねぎ、人
参、りんごジャム

18 金

米、もち米、きび砂糖、
片栗粉、米油、ごま油

牛乳、ぶり、ツナ水煮、あ
ずき（乾）、チーズ、みそ、
油揚げ

キャベツ、玉ねぎ、きゅう
り、人参、なつみかん缶、
切り干し大根、生姜、わ
かめ

15 火

米、さといも、米粉、きび
砂糖、米油、片栗粉、ご
ま油

牛乳、さけ、豆乳、豚ひ
き肉(赤身)、鶏もも肉、
油揚げ、バター、きな粉

人参、大根、ごぼう、しめ
じ、ピーマン、ねぎ、玉ね
ぎ

16 水

米、もち米、小麦粉、き
び砂糖、片栗粉、パン
粉、米油、ごま油

牛乳、豚ひき肉(赤身)、
クリームチーズ、豆腐、
大豆粉、みそ、バター、油
揚げ

白菜、ブロッコリー、人
参、玉ねぎ、コーン、えの
きたけ、干椎茸、生姜

12 土

米、きび砂糖、米油 牛乳、ヨーグルト、豚肉 玉ねぎ、人参、なつみか
ん缶、ブロッコリー、マッ
シュルーム

14 月

米、さつま芋、じゃが芋、
米油、きび砂糖、片栗粉

牛乳、鶏ひき肉、凍り豆
腐、豚肉、みそ

白菜、ごぼう、人参、いん
げん、ねぎ、コーン、干椎
茸、ひじき

10 木

米、マカロニ、きび砂糖、
板こんにゃく

牛乳、鶏もも肉、豆腐、
きな粉、しらす干し

れんこん、ほうれんそう、
人参、ごぼう、なつみか
ん缶、たけのこ、いんげ
ん、ねぎ、わかめ、かんて
ん

11 金

さつま芋、米、きび砂
糖、片栗粉、米油、ごま
油

牛乳、あじ、納豆、鶏ひき
肉、みそ、バター、ごま

小松菜、もやし、りんご、
人参、にら、コーン、にん
にく

8 火

米、きび砂糖、小麦粉、
押麦、米粉、ごま油、片
栗粉、米油

牛乳、豚肉、豆乳 白菜、クリームコーン缶、
いよかん、玉ねぎ、コー
ン、人参、たけのこ、しい
たけ、パセリ、生姜、にん
にく

9 水

米、じゃが芋、ホットケー
キ粉、米油、粉糖、片栗
粉、きび砂糖

牛乳、豆乳、かじき、ベー
コン

白菜、いちご、ほうれん
そう、しめじ、トマト、コー
ン、玉ねぎ、レモン、にん
にく、パセリ

5 土

ゆでうどん、さつま芋、
きび砂糖、米油

牛乳、鶏もも肉、バター りんご、大根、人参、キャ
ベツ、ブロッコリー

7 月

米、米粉、片栗粉、きび
砂糖、米油、ごま油

牛乳、鶏もも肉、バター、
みそ、ごま

ほうれんそう、りんご、青
梗菜、大根、人参、ねぎ、
わかめ

3 木

米、さつま芋、きび砂糖 鶏もも肉、豆腐、さけ、
ヨーグルト、クリーム
チーズ、生クリーム(純
生)、ごま、バター、みそ、
ゼラチン

いちご、人参、オレンジ
ジュース、マーマレード、
ブロッコリー、なばな、
きゅうり、レモン、きざみ
のり

4 金

米、じゃが芋、ホットケー
キ粉、押麦、白玉粉、米
油、マヨネーズ、きび砂
糖

牛乳、鶏もも肉、豆腐、
ハム、きな粉、ごま

玉ねぎ、りんご、人参、ご
ぼう、コーン、きゅうり、
いちごジャム

1 火

米、片栗粉、きび砂糖、
黒砂糖、米油、ごま油

牛乳、豚肉、牛乳、みそ、
しらす干し、きな粉、脱
脂粉乳、油揚げ

かぶ、キャベツ、玉ねぎ、
きゅうり、人参、かぶ・
葉、にんにく、わかめ

2 水

米、板こんにゃく、米粉、
白玉粉、きび砂糖、片栗
粉

牛乳、さば、豆腐、ツナ水
煮、みそ、油揚げ、ごま、
かつお節

大根、なばな、もやし、人
参、ねぎ、わかめ、生姜

 　3月予定献立表
日 曜 昼食献立名 3時おやつ

材料（昼食と午後おやつ）

体の調子を整えるもの



熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの

ビビンバ 牛乳120(80)

春野菜スープ サモサ

清見オレンジ

ご飯 牛乳120(80)

さばのみそ煮 かぼちゃドーナツ

チンゲン菜の納豆和え

豆腐とほうれん草の五目汁

食パン 牛乳120(80)

ブロッコリーのごまサラダ ハリハリおにぎり

ポークビーンズ

りんご

ご飯 牛乳120(80)

白身魚のフライ おしるこ

ゆで野菜（キャベツ・ブロッコリー）

里芋と大根の五目汁

肉みそうどん 牛乳120(80)

蒸し芋 お菓子

りんごヨーグルト

ご飯 牛乳120(80)

レバーの南蛮漬け 焼きいも

ほうれん草のナムル

白菜とわかめのみそ汁

ご飯 豚汁 牛乳120(80)

かじきのカレー風味 ごまビスケット

人参の甘煮

ほうれん草の磯あえ

ご飯 大根とごぼうの汁 牛乳120(80)

かれいの黄金焼き フルーツ白玉

小松菜のおかかあえ

煮豆

人参ライス 牛乳120(80)

ミネストローネスープ 豆腐のブラウニー

カルピスゼリー

エ ネ ル ギ ー 546 ｋｃａｌ 鉄 2.3 ｍｇ

た ん ぱ く 質 21.3 ｇ カ ル シ ウ ム 236 ｍｇ

脂　　　質 17.0 ｇ ビ タ ミ ン C 29 ｍｇ

塩　　　分 1.5 ｇ 食 物 繊 維 4.8 ｇ

※0～２歳児クラスは午前のおやつに牛乳７０ｍｌ(月・水・金)または豆乳７０ｍｌ(火・木)とビスケットまたはクラッカーが出ます。

※アレルギーをお持ちの園児については、アレルゲンの除去または代替えで対応しています。
 (鶏卵、鶏卵を含む食材の使用はありません。)

※食材の納入状況により、やむを得ずメニューの変更をする場合があります。ご了承ください。

★体に不可欠な栄養素が詰まった「魚」
       【含有量（ｍｇ）】

１か月の平均栄養量
（幼児・おやつ含む）

30 水

米、米粉、白玉粉、きび
砂糖、小麦粉、マヨネー
ズ

牛乳、かれい、豆腐、み
そ、金時豆、かつお節

小松菜、もも缶、人参、大
根、りんご、もやし、なつ
みかん缶、ごぼう、コーン

31 木

米、じゃが芋、米粉、きび
砂糖、米油、小麦粉、粉
糖

牛乳、鶏もも肉、カルピ
ス、豆腐、豆乳、バター、
ベーコン

玉ねぎ、トマトジュース、
人参、キャベツ、りんご、
マッシュルーム、セロ
リー、パセリ、寒天、にん
にく

28 月

さつま芋、米、米油、片
栗粉、きび砂糖、ごま油

牛乳、豚レバー、みそ、ご
ま、油揚げ

ほうれんそう、白菜、人
参、ねぎ、コーン、わかめ

29 火

米、小麦粉、米油、板こん
にゃく、きび砂糖、片栗
粉、ごま油

牛乳、かじき、豚肉、ヨー
グルト、みそ、黒ごま、ご
ま、油揚げ、きな粉

玉ねぎ、人参、大根、ほう
れんそう、ねぎ、ごぼう、
ピーマン、焼きのり

25 金

米、さといも、米粉、白
玉粉、きび砂糖、パン
粉、米油、片栗粉、小麦
粉

牛乳、メルルーサ、豆腐、
あずき（乾）、油揚げ

大根、ブロッコリー、キャ
ベツ、人参、ねぎ、ごぼ
う、パセリ

26 土

ゆでうどん、さつま芋、
きび砂糖、米油、片栗粉

牛乳、ヨーグルト、豚ひ
き肉(赤身)、みそ

玉ねぎ、りんご、人参、生
姜、にんにく

23 水

米、米粉、さといも、きび
砂糖、米油、グラニュー
糖

牛乳、さば、豆腐、納豆、
油揚げ、みそ、かつお節、
豆乳

青梗菜、ほうれんそう、
かぼちゃ、人参、大根、ご
ぼう、生姜

24 木

食パン、じゃが芋、米、き
び砂糖、米油

牛乳、豚肉、大豆（ゆ
で）、ごま、黒ごま

玉ねぎ、りんご、ブロッコ
リー、トマトジュース、
きゅうり、人参、切り干し
大根、にんにく、パセリ、
青のり

体の調子を整えるもの

22 火

米、じゃが芋、ぎょうざ
の皮、米油、きび砂糖、
ごま油

牛乳、豚ひき肉(赤身)、
ベーコン、ごま

いよかん、もやし、ほうれ
んそう、人参、キャベツ、
玉ねぎ、ねぎ、生姜、にん
にく

日 曜 昼食献立名 3時おやつ
材料（昼食と午後おやつ）

「魚」から摂取しないと、不足してしまう栄養があるこ

とを知っていますか？

DHA（ドコサヘキサエン酸）とIPA（イコサペンタエ

ン酸）は、魚の脂に含まれる脂肪酸で、体内では合成で

きず、食事から摂取する必要がある栄養素です。これら

は、脳の発達や認知症の予防効果、循環器疾患の予防へ

の有効性が期待されています。不足すると皮膚炎などが

発症します。

魚が苦手なお子さんは骨のない刺身魚やほねを取り除

いた状態で売られているものなどから、徐々に魚に触れ

る回数を増やしていくと苦手意識が薄れていきます。魚

がおいしいと感じられる嗜好を目指しましょう。


