
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

1 月 ゆかりご飯
厚揚げのそぼろ煮　小松菜ともやしの和え物
切干大根と油揚げのみそ汁

菓子
カステラ
牛乳

米、片栗粉、三温糖、油
牛乳、生揚げ、豚ひき肉、卵、米
みそ、油揚げ

玉ねぎ、小松菜、人参、もやし、コーン、えのきた
け、切干大根、わかめ

2 火 ご飯
豚レバーとポテトの変わり揚げ　★スパゲティサラダ
大根とわかめのみそ汁

菓子
ブルーベリー蒸しパン
牛乳

米、じゃが芋、小麦粉、サラス
パ、三温糖、マヨネーズ、油、
片栗粉

牛乳、豚レバー、調製豆乳、米み
そ、ハム

大根、ブルーベリージャム、玉ねぎ、キャベツ、人
参、きゅうり、すりごま、わかめ

3 水 ちらし寿司
松風焼き　菜花のごま和え
麩とえのきのすまし汁

菓子
桜餅　ひなあられ
麦茶

米、三温糖、油、片栗粉、焼ふ
鶏ひき肉、卵、油揚げ、米みそ、
さくらでんぶ、牛乳

菜花、人参、玉ねぎ、蓮根、えのきたけ、ごぼう、
万能ねぎ、さやえんどう、すりごま、干ししいた
け、ごま、わかめ

4 木 ご飯
ごぼうのひき肉煮　せん野菜の和風サラダ
豆腐とわかめのみそ汁

菓子
ヨーグルトケーキ
牛乳

米、小麦粉、三温糖、バター、
油、片栗粉

牛乳、鶏ひき肉、木綿豆腐、ヨー
グルト、卵、米みそ、油揚げ、干
しえび

きゅうり、白滝、ごぼう、大根、しめじ、にんじ
ん、ねぎ、干しブドウ、わかめ、青のり

5 金 ご飯
★鮭のコーンマヨネーズ焼き　海藻サラダ
キャベツと油揚げのみそ汁

菓子
大学芋
牛乳

さつま芋、米、マヨドレ、三温
糖、油、小麦粉、バター、ごま
油

牛乳、さけ、米みそ、かにかまぼ
こ、油揚げ、粉チーズ

もやし、キャベツ、人参、きゅうり、クリームコー
ン、わかめ、黒ゴマ、パセリ

6 土 中華丼 スイートポテトサラダ　わかめスープ 菓子
菓子
牛乳

米、さつま芋、マヨネーズ、片
栗粉、ごま油

牛乳、豚肉、うずら卵、ハム、な
ると

キャベツ、きゅうり、ねぎ、玉ねぎ、竹の子、人
参、コーン、干しブドウ、しいたけ、さやえんど
う、わかめ

8 月 ご飯
豚肉とピーマンの炒め物
トマトとツナのレモン醤油和え　★にら玉スープ

菓子
コーンフレーク
　　　　　クッキー
牛乳

米、小麦粉、三温糖、コーンフ
レーク、春雨、バター、油、片
栗粉

牛乳、豚肉、卵、ツナ
人参、トマト、ピーマン、キャベツ、黄ピーマン、
もやし、にら、きゅうり、干しブドウ、レモン

9 火 ご飯
★チキンカレー　切干大根のごまマヨサラダ
フルーツゼリー

菓子
すいとん
麦茶

米、じゃが芋、白玉粉、小麦
粉、マヨドレ、油、三温糖

鶏肉、豚肉、鶏ささ身、牛乳
人参、白菜、玉ねぎ、大根、みかん缶、玉ねぎ、
きゅうり、人参、パイン缶、小松菜、グリンピー
ス、切干大根、しいたけ、コーン、すりごま

10 水 ドリア
フレンチサラダ
ふわふわミートボールのトマトシチュー

菓子
シュークリーム
牛乳

米、じゃが芋、バター、小麦
粉、三温糖、油、パン粉

牛乳、鶏ひき肉、とろけるチー
ズ、木綿豆腐、卵

トマトジュース缶、玉ねぎ、人参、もやし、きゅう
り、ブロッコリー、カリフラワー、ピーマン、コー
ン、エリンギ、マッシュルーム

11 木 ★きつねうどん
ささ身のてんぷら　もやしのごま酢和え
オレンジ

菓子
梅ちりめんおにぎり
牛乳

ゆでうどん、米、油、三温糖、
片栗粉、小麦粉

牛乳、鶏ささ身、油揚げ、卵、し
らす干し

オレンジ、もやし、玉ねぎ、人参、ねぎ、きゅう
り、すりごま、焼きのり、ごま、梅びしお

12 金 わかめご飯
豆腐ボール　ブロッコリーとコーンのソテー
白菜と油揚げのみそ汁

菓子
★フレンチトースト
牛乳

米、食パン、油、片栗粉、小麦
粉、三温糖

牛乳、木綿豆腐、卵、ツナ、米み
そ、油揚げ

ブロッコリー、白菜、玉ねぎ、コーン、ひじき

13 土 親子丼 小松菜とコーンの和え物　豆腐とわかめのみそ汁 菓子
菓子
牛乳

米、三温糖
牛乳、卵、木綿豆腐、鶏肉、米み
そ

小松菜、玉ねぎ、人参、万能ねぎ、コーン、わかめ

15 月 ライ麦ロール
鶏肉の照り焼き　南瓜サラダ
★ミネストローネ

菓子
鮭おにぎり
牛乳

ライ麦ロール、米、じゃが芋、
マヨドレ、マカロニ、油、三温
糖、ごま油

牛乳、鶏もも、ベーコン、鮭
南瓜、玉ねぎ、トマトジュース缶、キャベツ、人
参、きゅうり、干しブドウ、セロリ、ごま、焼のり

16 火 ご飯
鯖の塩焼き　菜花とツナの胡麻和え
納豆　玉ねぎとさつま芋のみそ汁

菓子
ホットケーキ
牛乳

米、さつま芋、メープルシロッ
プ、油、三温糖

牛乳、さば、挽きわり納豆、米み
そ、卵、ツナ、油揚げ、かつお節

菜花、玉ねぎ、人参、ねぎ、ごま

17 水 赤飯
肉団子の甘酢あん　小松菜のごま和え
卵豆腐と三つ葉のすまし汁　フルーツポンチ

菓子
クラッカーサンド
牛乳

米、もち米、三温糖、油、パン
粉、ごま油、片栗粉

牛乳、豚ひき肉、卵豆腐、あず
き、卵

小松菜、イチゴジャム、桃缶、みかん缶、バナナ、
パイン缶、人参、玉ねぎ、三つ葉、キウイフルー
ツ、コーン、ごま

18 木 ★タンメン ジャーマンポテト　フルーツヨーグルト 菓子
きのこと油揚げの
　　　　　　　おにぎり
麦茶

ゆで中華めん、じゃがいも、
米、三温糖、油、ごま油

ヨーグルト、豚肉、ベーコン、油
揚げ

もやし、キャベツ、玉ねぎ、バナナ、人参、みかん
缶、パイン缶、ねぎ、にら、干しブドウ、しめじ、
万能ねぎ、干ししいたけ、焼きのり

19 金 ご飯
★ツナ餃子　カレー風味ビーフンソテー
わかめスープ

菓子
ごぼうビスケット
牛乳

米、小麦粉、ビーフン、油、パ
ン粉、三温糖、バター、片栗
粉、油、ごま油

牛乳、豚肉、ツナ、卵
人参、玉ねぎ、もやし、キャベツ、ねぎ、にら、
コーン、ごぼう、わかめ

20 土

22 月 菜飯ご飯
肉豆腐　じゃが芋の甘辛煮
鶏肉と野菜のみそ汁

菓子
ジョア
菓子

じゃが芋、米、里芋、三温糖、
油

ジョア、豚肉、焼き豆腐、米み
そ、鶏もも肉、牛乳

白菜、ねぎ、人参、玉ねぎ、大根、小松菜、えのき
たけ

23 火
スパゲティ

ミートソース
ひじきサラダ　フルーツヨーグルト 菓子

二色おはぎ
　　(きな粉・黒ゴマ）
麦茶

スパゲティ、米、もち米、三温
糖、ごま油、油

ヨーグルト、豚ひき肉、ツナ、き
な粉、牛乳

玉ねぎ、ホールトマト缶、人参、もやし、みかん
缶、バナナ、パイン缶、きゅうり、干しブドウ、
コーン、黒ごま、ひじき、すりごま

24 水 ご飯
鮭のちゃんちゃん焼き　塩昆布の粉ふき芋
青梗菜と厚揚げのみそ汁

菓子
豆腐ドーナツ
牛乳

米、じゃが芋、ホットケーキ
粉、油、三温糖

牛乳、鮭、木綿豆腐、生揚げ、米
みそ

キャベツ、青梗菜、人参、しめじ、塩昆布、青のり

25 木 ご飯
みそ焼肉　中華サラダ
★中華スープ

菓子
スイートポテト
牛乳

米、さつま芋、ごま油、春雨、
三温糖、バター

牛乳、豚肉、豚肉、鶏ひき肉、生
クリーム、米みそ

玉ねぎ、人参、もやし、青梗菜、ピーマン、きゅう
り、えのきたけ、わかめ

26 金 ご飯
ささみカツ　★ポテトサラダ
のっぺい汁

菓子
もちもちチーズパン
牛乳

米、じゃが芋、ホットケーキ
粉、里芋、白玉粉、マヨドレ、
パン粉、三温糖、油、小麦粉、
片栗粉

牛乳、鶏ささみ、鶏肉、卵、粉
チーズ

人参、大根、玉ねぎ、ねぎ、小松菜、きゅうり、な
めこ、コーン

27 土 焼きそば フレンチサラダ　中華風にら玉スープ 菓子
菓子
牛乳

焼きそばめん、油、三温糖 牛乳、豚肉、卵、ツナ
人参、もやし、キャベツ、玉ねぎ、にら、きゅう
り、青のり

29 月 ご飯
鶏肉のバーベキューソース焼き　カレー風味野菜炒め
切干大根と油揚げのみそ汁

菓子
牛乳もち（黒蜜）
麦茶

米、片栗粉、三温糖、油、黒砂
糖、ごま油

鶏もも、牛乳、豚肉、米みそ、油
揚げ、きな粉

玉ねぎ、キャベツ、もやし、パイン缶、人参、ピー
マン、切干大根、わかめ

30 火 ビビンバ丼 チキンスープ　フルーツゼリー 菓子
チーズ入りホットケーキ
牛乳

米、ホットケーキ粉、油、三温
糖、ごま油

牛乳、豚ひき肉、鶏ひき肉、鶏ひ
き肉、卵、チーズ

もやし、ほうれん草、人参、玉ねぎ、キャベツ、み
かん缶、パイン缶、えのきたけ、ねぎ、すりごま、
コーン

31 水 ライ麦ロール
ミートローフ　南瓜サラダ
ポトフ

菓子
菜飯おにぎり
牛乳

ライ麦ロール、米、じゃがい
も、マヨドレ、パン粉、油

牛乳、木綿豆腐、豚ひき肉、鶏も
も肉、卵

玉ねぎ、カボチャ、人参、キャベツ、小松菜、きゅ
うり、グリンピース、干しブドウ、ひじき、焼きの
り

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

　　　　　　　【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                        524kcal
　タンパク質　　　　　　20.9g                           19.7g
　脂　　　質　　　　　　16.1g                           16.5ｇ
　カルシウム　　　　　　220mg                         273mg
　鉄　　　                       2.6g                             2.2g
   ビタミンA　　　　　　 319μg                        288μg
　ビタミンB１　　　　　 0.34mg                        0.31mg
　ビタミンB２　　　　　 0.39mg                        0.444mg
　ビタミンC　　　　　　 33mg                           28mg
　塩　　　分　　　　　　1.9g                             1.7g

令和　３年

日 曜 主食 副食
おやつ


