
３月　予定献立表
そよかぜ保育園

午前 午後 熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

2 月 ごはん
豚肉の香味焼き　もやしとツナのごま酢和え
五目汁

バナナ
きな粉揚げパン
牛乳

米、ロールパン、里芋、
油、三温糖

牛乳、豚肉、ツナ油漬缶、きな粉
もやし、人参、大根、ねぎ、ごぼう、絹さや、
すりごま

3 火 ちらし寿司
★鶏肉のから揚げ　菜花の胡麻和え
すまし汁　苺

せんべい
桜餅　ひなあられ
麦茶

米、三温糖、油、片栗
粉、ごま油

鶏むね肉、卵、はんぺん、さけ、
油揚げ

菜花、苺、人参、蓮根、ごぼう、万能ねぎ、干
し椎茸、すりごま、絹さや、わかめ

4 水 ごはん
鰆のコーンマヨネーズ焼き　チキンスープ
ほうれん草とベーコンのソテー

クラッカー
豆腐団子
牛乳

米、白玉粉、上新粉、三
温糖、マヨネーズ、油、
小麦粉、バター

牛乳、さわら、木綿豆腐、きな
粉、ベーコン、粉チーズ

ほうれん草、玉ねぎ、かぶ、えのきたけ、ク
リームコーン、人参、パセリ

5 木
スパゲティ

ミートソース
ひじきサラダ　野菜スープ バナナ

中華風おにぎり
牛乳

スパゲティ、米、三温
糖、ごま油、ごま油

牛乳、豚ひき肉、鶏ひき肉、ツナ
缶

玉ねぎ、ホールトマト、人参、キャベツ、もや
し、マッシュルーム、コーン、きゅうり、グリ
ンピース、ひじき、ごま、焼きのり

6 金 わかめごはん
豆腐ボール　蓮根のきんぴら
白菜と油揚げのみそ汁

せんべい
小倉豆乳ゼリー
クラッカー　麦茶

米、油、小麦粉、片栗
粉、三温糖、ごま油

豆乳、木綿豆腐、ゆであずき缶、
ツナ缶、米みそ、豚ひき肉、油揚
げ、卵、ゼラチン

蓮根、白菜、玉ねぎ、人参、ピーマン、コー
ン、ひじき

7 土 鮭菜飯
鶏ウィングのさっぱり煮
ブロッコリーサラダ　切干大根のみそ汁

クラッカー
菓子
牛乳

米、マヨネーズ、三温糖
牛乳、鶏手羽元、卵、ツナ缶、米
みそ、さけ缶、油揚げ

ブロッコリー、玉ねぎ、切り干し大根、にんに
く、しょうが

9 月 ★ゆかりご飯
厚揚げのそぼろあんかけ　青梗菜の中華和え
もやしと油揚げのみそ汁

バナナ
★ジョア（マスカット）
菓子

米、三温糖、片栗粉、
油、ごま油

ジョアマスカット、生揚げ、豚ひ
き肉、米みそ、卵、牛乳

チンゲン菜、もやし、人参、玉ねぎ、えのきた
け、わかめ

10 火 ごはん
豚肉の生姜焼き　ミックススローサラダ
★豆腐となめこのみそ汁

せんべい
アメリカンドッグ
牛乳

米、ホットケーキ粉、
油、三温糖

牛乳、豚肉、木綿豆腐、ウイン
ナー、米みそ、卵

キャベツ、玉ねぎ、きゅうり、ねぎ、人参、な
めこ、コーン

11 水 赤飯
エビフライ　キャベツのおかか和え
すまし汁

クラッカー
プリンアラモード
牛乳

米、もち米、パン粉、
油、小麦粉、焼ふ、砂糖

牛乳、えび、あずき、卵、生ク
リーム、かつお節

キャベツ、ほうれん草、オレンジ、バナナ、
きゅうり、えのきたけ、さくらんぼ、ねぎ、人
参

12 木 パン
照り焼きチキン　かぼちゃサラダ
ミネストローネ

バナナ
おかかおにぎり
牛乳

ロールパン、米、じゃが
芋、マヨネーズ、マカロ
ニ、油、三温糖、ごま油

牛乳、鶏もも、ベーコン、かつお
節

南瓜、玉ねぎ、トマトジュース、キャベツ、人
参、きゅうり、セロリ、干しぶどう、焼きの
り、にんにく

13 金 ごはん
レバーのケチャップ和え　スパゲティサラダ
大根と油揚げのみそ汁

せんべい
お好み焼き
牛乳

米、小麦粉、スパゲ
ティ、片栗粉、油、マヨ
ネーズ、長芋、三温糖

牛乳、豚レバー、豚肉、米みそ、
ハム、油揚げ、干しえび、かつお
節

大根、キャベツ、玉ねぎ、キャベツ、人参、
きゅうり、ねぎ、青のり

14 土

16 月 親子丼 切干大根のサラダ　小松菜と里芋のみそ汁 バナナ
すいとん
麦茶

米、里芋、米粉、三温
糖、油、ごま油

卵、鶏肉、豚肉、かにかまぼこ、
米みそ、油揚

玉ねぎ、白菜、人参、玉ねぎ、大根、小松菜、
きゅうり、切り干し大根、万能ねぎ、椎茸、ご
ま

17 火 ごはん
サバの塩焼き　菜花とツナのごま和え
納豆　玉ねぎとさつま芋のみそ汁

せんべい
ホットケーキ
牛乳

米、さつま芋、油、三温
糖

牛乳、さば、挽きわり納豆、米み
そ、卵、ツナ缶、油揚げ、かつお
節

菜花、玉ねぎ、人参、ねぎ、ごま

18 水 青菜ごはん
カレーコロッケ　ミモザサラダ
はるさめスープ

クラッカー
ケーキ
牛乳

じゃが芋、米、パン粉、
油、小麦粉、春雨、三温
糖

牛乳、豚ひき肉、卵
玉ねぎ、きゅうり、チンゲン菜、キャベツ、人
参、えのきたけ、ごま

19 木
★ジャージャー

うどん
フルーツきんとん　★トマトと卵のスープ バナナ

ぼた餅
麦茶

ゆでうどん、さつま芋、
米、もち米、三温糖、片
栗粉、ごま油

豚ひき肉、こしあん、卵、米みそ
玉ねぎ、トマト、ねぎ、レタス、パイン缶、
きゅうり、人参、たけのこ、もも缶、黒ごま、
しいたけ

20 金 春分の日

21 土 三色丼 もやしのゆかり和え　のっぺい汁 クラッカー
菓子
牛乳

米、里芋、三温糖、油、
片栗粉

牛乳、卵、鶏ひき肉
もやし、ほうれん草、大根、人参、ねぎ、なめ
こ、焼きのり

23 月 青菜ごはん
ツナ入り卵焼き　ポークビーンズ
キャベツと油揚げのみそ汁

バナナ
おからドーナツ
牛乳

米、小麦粉、じゃが芋、
三温糖、油、バター、グ
ラニュー糖

牛乳、卵、ゆで大豆、豚ひき肉、
ツナ缶、おから、米みそ、油揚げ

玉ねぎ、キャベツ、人参、トマトピューレ、わ
かめ

24 火 ライ麦ロール
ミートローフ　★マカロニサラダ
ポトフ

せんべい
梅としらすのおにぎり
牛乳

ライ麦ロール、米、里
芋、じゃが芋、マカロ
ニ、マヨドレ、パン粉、
三温糖

牛乳、鶏ひき肉、豚ひき肉、ウイ
ンナー、ハム、しらす干し

玉ねぎ、かぶ、人参、キャベツ、ピーマン、
きゅうり、いんげん、うめびしお、焼きのり、
ごま

25 水 ごはん
鶏肉のマーマレード焼き　小松菜の磯和え
えのきと卵のすまし汁

クラッカー
チヂミ
牛乳

米、小麦粉、上新粉、
油、片栗粉、三温糖、ご
ま油

牛乳、鶏もも、卵、豚ひき肉
小松菜、マーマレード、玉ねぎ、えのきたけ、
にら、ねぎ、人参、ごま、焼きのり、わかめ

26 木 ごはん
★鮭のムニエル（タルタルソース）
梅風味のフレンチサラダ　野菜スープ

バナナ
ほうれん草とチーズの蒸
しパン
牛乳

米、小麦粉、三温糖、マ
ヨネーズ、油

牛乳、さけ、調製豆乳、卵、ベー
コン、チーズ

もやし、玉ねぎ、人参、キャベツ、きゅうり、
ほうれん草、うめびしお、レモン果汁

27 金 ごはん
★夏野菜カレー　キャベツの昆布和え
ミニゼリー

せんべい
マカロニきな粉
牛乳

米、マカロニ、三温糖、
小麦粉、油、バター

牛乳、鶏肉、きな粉
キャベツ、南瓜、トマト、玉ねぎ、人参、な
す、ピーマン、いんげん、塩こんぶ

28 土 中華丼 スイートポテトサラダ　ヨーグルト クラッカー
菓子
牛乳

米、さつま芋、マヨド
レ、片栗粉、ごま油

牛乳、ヨーグルト、豚肉、えび、
うずら卵、ハム

きゅうり、キャベツ、玉ねぎ、たけのこ、人
参、干しぶどう、絹さや

30 月 ごはん
鶏肉がんも　せん野菜サラダ
のっぺい汁

バナナ
★きな粉サンド
牛乳

米、ロールパン、里芋、
バター、油、片栗粉、三
温糖

牛乳、木綿豆腐、鶏肉(、鶏ひき
肉、卵、きな粉、干しえび

大根、人参、きゅうり、ねぎ、ごぼう、なめ
こ、隠元、ひじき、青のり

31 火 味噌ラーメン ジャーマンポテト　フルーチェ せんべい
五平餅
牛乳

中華めん、じゃが芋、
米、油、三温糖、ごま油

牛乳、豚ひき肉、米みそ、ベーコ
ン

人参、キャベツ、もやし、玉ねぎ、ねぎ、に
ら、コーン、すりごま

材料（昼食と午後おやつ）

※食材の仕入れにより、献立の内容が変更になる場合がありますので、あらかじめ
　ご容赦ください。
※０～2歳児クラスは、午前おやつとして牛乳７０mlとお菓子等が出ます。
※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
　対応します。

※★印は5才児のリクエストメニューです
※５歳児は、17日に午後おやつのホットケーキ作りを行います。

　　　　　　　【3月の栄養摂取（予定）】
　　　　　　　　　　　3歳以上児　　　　　　　3歳未満児
　エネルギー　　　　　　563kcal                       519kcal
　タンパク質　　　　　　21.4g                           19.4g
　脂　　　質　　　　　　16.7g                           15.7ｇ
　カルシウム　　　　　　216mg                        242mg
　　　鉄　　　　　　　　2.9mg                          2.4mg
　ビタミンA　　　　　　389μg                        334μg
　ビタミンB１　　　　　0.32mg                        0.29mg
　ビタミンB２　　　　　0.43mg                        0.44mg
　ビタミンC　　　　　　27mg                           24mg
　塩　　　分　　　　　　2.1g                             1.8g

令和　２年

日 曜 主食 副食
おやつ


