
2022年03月の献立 献　　　立　　　表 子どものその苗間保育園
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小麦粉　卵　グラニュー糖　油　生クリーム　グラニュー糖　いちご

小麦粉、きび砂糖、マーガリン、ミルクチョコレート

１６日　たいよう　バイキング給食　追加献立

　１４日　たいようのおやつは
「フレンチトースト」に変更になります。

フレンチトース
ト

ミニカップゼリー　　牛乳 クッキー

しょうゆせんべい
卒園おめでと
うケーキ

チーズ　牛乳 牛乳 牛乳

ココアサンド
食パン　マーガリン　きび砂糖　コ
コア（ピュアココア）

黄な粉おはぎ
七分つき米　もち米　きな粉　きび
砂糖　食塩

おにぎり
（ツナ昆布）

七分つき米　ツナ油漬缶　塩こんぶ

マカロニ　豚ひき肉　玉ねぎ　人参
ケチャップ　食塩

ブロッコリー
ミートマカロ

ニ
麦茶 麦茶 麦茶

大学芋
さつま芋紅あずま　きび砂糖　しょ
うゆ　黒ごま　油

ミニトマトりんご 清見オレンジ 清見オレンジ

キャベツ　コーン缶　食塩　野菜ブ
イヨン 協力保育（お弁当） 鮭のみそマヨ 鮭　みそ　マヨネース ゼリー

新年度準備 のため

塩むすび 七分つき米　塩　いりごま
フルーツヨー
グルト

プレーンヨーグルト　フルーツミッ
クス

白菜ときのこ
のスープ

はくさい　えのきたけ　塩　野菜ブ
イヨン けんちん汁

鶏むね肉　木綿豆腐　人参　だいこ
ん　食塩　しょうゆ　だし節　油揚
げ　じゃがいも

キャベツと
コーンのスー
プ

スパゲッティ
ミートソース

スパゲティー　豚ひき肉　たまねぎ
人参　ピーマン　干ししいたけ　油
ケチャップ　中濃ソース　食塩　ト
マト

そぼろごはん
七分つき米　鶏ひき肉　きび砂糖
しょうゆ カレーライス

七分つき米　豚肉(もも)　たまねぎ
人参　じゃがいも　かぼちゃ　にん
にく　油　カレー粉　ケチャップ
中濃ソース　カレールウ　食塩　野
菜ブイヨン

31 胚芽クッキー28 せんべい 29 クラッカー 30 せんべい

牛乳 牛乳 牛乳 麦茶

豆乳蒸しパン 小麦粉　ベーキングパウダー　きび
砂糖　油　調製豆乳　蒸し大豆

大根もち だいこん　上新粉　白玉粉　しょうゆ　青のり お菓子おかかおにぎり 七分つき米 かつお節 しょうゆ 食塩 芋けんぴ さつまいも紅あずま　油　しょうゆ
きび砂糖　いりごま

浅漬け　牛乳 きゅうり　食塩　人参　はくさい

清見オレンジ
麦茶

キャベツのご
ま和え

キャベツ　人参　油揚げ　きび砂糖
しょうゆ　いりごま　砂糖　しょう
ゆ

麦茶デコポン 麦茶
板ずりきゅうり
ポンカン

きゅうり　食塩

豆腐のサラダ
鶏ささ身　人参　きゅうり　木綿豆
腐　いりごま　油　酢　しょうゆ
ごま油

かじきのみそマ
ヨ

かじき　みそ　マヨネーズ 果物野菜スープ
豚肉(もも)　たまねぎ　人参　じゃが
いも　キャベツ　もやし　食塩　野
菜ブイヨン

すき焼風煮
はくさい　たまねぎ　豚肉(もも)　き
び砂糖　本みりん　しょうゆ　焼き
豆腐　しらたき　人参

すまし汁
たまねぎ　えのきたけ　ねぎ　生わ
かめ　こんぶ　かつお節　しょうゆ
塩　焼ふ

みそ汁　麦茶
じゃがいも　たまねぎ　生わかめ
みそ　煮干だし汁

具だくさん汁
だいこん　人参　さつまいも紅あず
ま　木綿豆腐　油揚げ　みそ　だし
節

食パン、マーガリン、きび砂糖、
卵、牛乳

マカロニグラ
タン

マカロニ　鶏むね肉　たまねぎ　人
参　コーン缶　食塩　油　マーガリ
ン　小麦粉　牛乳　食塩　こしょう
野菜ブイヨン　ピザ用チーズ　あお
のり

みそ汁
だいこん　なめこ　油揚げ　みそ
煮干

焼きそば
焼きそばめん　豚肉(もも)　人参　も
やし　キャベツ　食塩　中濃ソース
焼きそばソース

ごはん
デコポン

七分つき米
生姜焼きごは
ん

七分つき米　豚肉(ばら)(もも)　しょ
うが　しょうゆ　いりごま　ごま油

25 せんべい 26 せんべい

食パン ごはん　麦茶 七分つき米

21 22 ビスケット 23 せんべい 24 ボーロ

七分つき米　もち米　鶏ひき肉　人
参　油揚げ　干ししいたけ　油　き
び砂糖　食塩　酒　しょうゆ牛乳 牛乳 チーズ 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

きな粉サンド 食パン　マーガリン　きび砂糖　きな粉 ふかしさつま芋 紅あずま カップケーキ 小麦粉　ベーキングパウダー　きび
砂糖　牛乳　バター　生クリーム
グラニュー糖　いちご

チヂミ 小麦粉　片栗粉　にら　人参　豚肉
(もも)　油　ごま油　しょうゆ　きび
砂糖　酢

中華おこわ

ツナ油漬缶　ひじき　レタス　キャ
ベツ　きゅうり　きび砂糖　酢
しょうゆ　ごま油　コーン缶

筑前煮
清見オレンジ

鶏もも肉 さといも だいこん 人参 ご
ぼう 干ししいたけ こんにゃく 油 き
び砂糖 本みりん しょうゆ いんげん

ブロッコリー
りんご　麦茶

ブロッコリー　食塩

高野豆腐のの
からあげ

凍り豆腐　清酒・上撰　しょうゆ
中華だしの素　しょうが　にんにく
ごま油　油　片栗粉　油

かぼちゃの甘煮 かぼちゃ　きび砂糖　食塩 協力保育（お弁当）

きんぴら
にんじん　ごぼう　きび砂糖　本み
りん　しょうゆ　いりごま　ごま油

板ずりきゅうり
りんご

きゅうり　食塩
ひじきのサラダ
デコポン

さばの南蛮づけ
さば　片栗粉　油　きび砂糖　しょ
うゆ　酢　清酒・上撰　水　万能ね
ぎ

厚揚げと豚肉
のみそ炒め

生揚げ　豚肉(ばら)　ねぎ　人参　も
やし　食塩　酒　本みりん　しょう
ゆ　きび砂糖　みそ　油

鶏の照り焼き 鶏もも肉　しょうゆ　本みりん　酒

豚汁　りんご

豚肉(もも)　にんじん　ごぼう　ねぎ
じゃがいも　こんにゃく　木綿豆腐
だし節　米みそ（甘みそ）　こまつ
な　油揚げ

すまし汁
だいこん　えのきたけ　こまつな
しょうゆ　食塩　こんぶ　かつお節

すまし汁
たまねぎ　わかめ　焼ふ　しょうゆ
食塩　こんぶ　かつお節　片栗粉

タンブリング
シチュー

鶏糸切り肉（皮付き）　たまねぎ
にんじん　はくさい　油　食塩
しょうゆ　だし節　小麦粉　卵　水

七分つき米 もち米 ささげ 塩 黒ごま ごはん　麦茶 七分つき米 長崎うどん
ゆでうどん　豚肉(ばら)　はくさい
たまねぎ　人参　干ししいたけ　チ
ンゲンサイ　あさり水煮缶　鳥がら
だし　食塩　しょうゆ　油　片栗粉
ごま油 卒園のお祝いのため

胚芽クッキー 18 せんべい 19

ごはん　麦茶 七分つき米 ごはん　麦茶 七分つき米 赤飯　麦茶

牛乳 麦茶

14 せんべい 15 クラッカー 16 せんべい 17

スパゲティー　ツナ水煮缶　人参
えのきたけ　たまねぎ　ピーマン
にんにく　油　しょうゆ　食塩　こ
しょう　焼きのり

お菓子

牛乳 浅漬け 牛乳 きゅうり　食塩　人参　はくさい 牛乳 牛乳

クッキー
小麦粉　きび砂糖　マーガリン
ピュアココア 焼きおにぎり

七分つき米　しょうゆ　みりん　か
つお節　こんぶ

じゃがもち
（のり塩）

じゃがいも　片栗粉　あおのり　油　食塩 メロンパン
強力粉　ドライイースト　きび砂糖
食塩　卵　牛乳　バター　小麦粉
バター　きび砂糖　卵　レモン果汁
グラニュー糖

和風スパゲティ

かぶの甘酢漬け
デコポン

かぶ　食塩　きび砂糖　酢
コールスロー
デコポン

キャベツ　きゅうり　人参　コーン
缶　食塩　酢　きび砂糖　油

キャベツのご
ま和え

キャベツ 人参 油揚げ きび砂糖 しょ
うゆ いりごま 砂糖 しょうゆ

中華サラダ
にんじん　キャベツ　きゅうり　も
やし　はるさめ　酢　きび砂糖　ご
ま油　しょうゆ　鶏ささ身

豆腐の揚げ団子
木綿豆腐　鶏ひき肉　ながいも　れ
んこん　ねぎ　いりごま　酒　しょ
うゆ　食塩　こしょう　片栗粉　き
び砂糖　しょうゆ　みりん　酒　片
栗粉　水

果物

ポンカン 麦茶 りんご　麦茶 麦茶

豚肉とじゃが
芋の甘辛炒め

豚肉(もも)　豚肉(ばら)　じゃがいも
にんじん　油　酒　しょうゆ　きび
砂糖　油

レバーのナポ
リ風

豚レバー　牛乳　しょうが　にんに
く　酒　しょうゆ　片栗粉　油　ケ
チャップ　中濃ソース　きび砂糖

さんまの筒煮
さんま　しょうが　しょうゆ　きび
砂糖　酒　酢

豚肉(ばら)　人参　ごぼう　ゆでたけ
のこ　だいこん　こまつな　干しし
いたけ　だし節　しょうゆ　食塩
油

みそ汁
だいこん　こまつな　なめこ　油揚
げ　煮干だし汁　みそ

具だくさん汁
だいこん　人参　さつまいも紅あず
ま　木綿豆腐　油揚げ　みそ　だし
節

七分つき米　豚ひき肉　ひじき　た
まねぎ　人参　ピーマン　にんにく
しょうが　油　ケチャップ　中濃
ソース　食塩　カレールウ　カレー
粉　野菜ブイヨン

小松菜ごはん
七分つき米　人参　こまつな　しら
す干し　油揚げ　油　しょうゆ　き
び砂糖　酒　食塩　本みりん

生姜焼きごは
ん

七分つき米　豚肉(ばら)　豚肉(もも)
しょうが　しょうゆ　いりごま　ご
ま油

豆腐とわかめ
のスープ

木綿豆腐　生わかめ　しょうゆ　こ
んぶ（だし用）　かつお節　食塩

かぼちゃのポ
タージュ

かぼちゃ　たまねぎ　じゃがいも
マーガリン　食塩　野菜ブイヨン
牛乳　こしょう

沢煮椀  麦茶

せんべい 12 せんべい

ごはん　麦茶 七分つき米 食パン　麦茶
ごはん
りんご

七分つき米
ひじきのドラ
イカレー

7 せんべい 8 ビスケット 9 せんべい 10 ボーロ 11

牛乳 牛乳 牛乳 煮干し　牛乳

小麦粉　片栗粉　にら　人参　豚肉
(もも)　油　ごま油　しょうゆ　きび
砂糖　酢

ドーナツ 小麦粉　ベーキングパウダー　きび
砂糖　卵　牛乳　バニラエッセンス
油

わかめおにぎり 七分つき米　炊き込みわかめ

ブロッコリー　食塩 麦茶 麦茶

みそ蒸しパン ホットケーキ 黒砂糖 みそ きび砂糖　 チヂミ

果物

板ずりきゅうり きゅうり　食塩 りんご　麦茶 りんご
ブロッコリー
いちご

豚肉(もも)　だいこん　人参　ごぼう
ねぎ　じゃがいも　木綿豆腐　だし
節　みそ

高野豆腐の卵と
じ

鶏むね肉　たまねぎ　人参　いんげ
ん　凍り豆腐　卵　きび砂糖　しょ
うゆ　油

肉じゃが
豚ひき肉　たまねぎ　人参　じゃが
いも　きび砂糖　本みりん　しょう
ゆ　油　いんげん　しらたき

鶏のからあげ
鶏もも肉　しょうゆ　しょうが　油
片栗粉 ポンカン

はくさい 人参 油揚げ みそ 煮干し すまし汁 麦茶
食塩　しょうゆ　かつお節　こんぶ
あさり　ねぎ　焼ふ 大学芋

さつまいも紅あずま　油　きび砂糖
しょうゆ　黒ごま 豚汁

七分つき米 きび砂糖 酢 塩 いりごま
人参 ごぼう れんこん 油揚げ 干しし
いたけ 油 きび砂糖 しょうゆ いんげ
ん 卵 焼きのり

けんちんうどん

ゆでうどん 人参 だいこん ごぼう さ
といも こんにゃく 油 食塩 しょうゆ
だし節 油揚げ 鶏むね肉 ねぎ こまつ
な

五目鶏飯
七分つき米　鶏むね肉　人参　ごぼ
う　油揚げ　干ししいたけ　油　き
び砂糖　食塩　酒　しょうゆ

豚汁　オレンジ
豚肉(もも)　人参　ごぼう　ねぎ
じゃがいも　こんにゃく　木綿豆腐
だし節　みそ　こまつな　油揚げ

みそ汁

せんべい 5 せんべい

ごはん　麦茶 七分つき米 納豆ごはん
七分つき米　納豆　こまつな　焼き
のり　しょうゆ　かつお節 ちらし寿司

土曜日

1 クラッカー 2 せんべい 3 ひなあられ 4

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日


