
麦茶 麦茶 麦茶 麦茶

麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶

麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶

麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶

麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶

ミニカップゼ
リー

ひじきのドライ
カレー

七分つき米　豚ひき肉　ひじき　たまねぎ　にん
じん　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

牛乳 牛乳 チーズ　牛乳 牛乳

包子（パオズ）
強力粉　小麦粉　ドライイースト　ベーキングパ
ウダー　きび砂糖　食塩　油　水　豚ひき肉　た
まねぎ　ごま油　酒　しょうゆ　食塩

きな粉サンド 食パン　マーガリン　きび砂糖　きな粉 焼きいも さつまいも紅あずま
おにぎり（おか
か）

七分つき米　かつお節　しょうゆ　食塩 せんべい　牛乳

きゅうり　食塩 果物　麦茶

※献立は、材料の関係などで変更する場合があります。
※午前中のおやつは、栄養価の関係で、ふたば、つくし

で出しています。ツナ油漬缶　レタス　キャベツ　きゅうり　コー
ン缶　酢　油　食塩ツナサラダ

果物　麦茶 果物、麦茶 板ずりきゅうり

生揚げといんげ
んの煮物

生揚げ　いんげん　にんじん　きび砂糖　しょう
ゆ　みりん　酒 はるさめサラダ

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 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　にんじ
ん

けんちん汁
鶏糸切り肉（皮付き）　木綿豆腐　にんじん　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　ねぎ

みそ汁（大根、
えのき、あげ）

だいこん　えのきたけ　油揚げ　みそ　煮干だし
汁

七分つき米

せんべい 31 胚芽クッキー

そぼろごはん
七分つき米　鶏ひき肉　きび砂糖　しょうゆ　食
塩　ほうれんそう ごはん 果物 麦茶

27 せんべい 28 クラッカー 29 せんべい 30

煮干し　牛乳 牛乳

お菓子みそ蒸しパン ホットケーキ　黒砂糖　水　みそ　きび砂糖　水

麦茶

牛乳 牛乳

おにぎり 七分つき米　のり　食塩

麦茶

関西風きつねう
どん

マカロニ　きな粉　きび砂糖　食塩
ゆでうどん　油揚げ　万能ねぎ　かつお節　清
酒・上撰　しょうゆ　食塩　きび砂糖 マカロニ黄粉

ほうれんそうと
もやしののり和
え

ほうれんそう　もやし　しょうゆ　油　かつお節
水　焼きのり

鶏ささ身　にんじん　きゅうり　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

果物　麦茶 果物　麦茶 果物　麦茶

たまねぎ　ねぎ　生わかめ　こんぶ　かつお節
しょうゆ　塩　焼ふ 沢煮椀

豚肉(ばら)　にんじん　ごぼう　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

野菜スープ
豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　じゃがいも
キャベツ　食塩　野菜ブイヨン

肉じゃが
豚ひき肉　たまねぎ　にんじん　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

ポークビーンズ

だいず（乾）　豚肉(肩ロース)　じゃがいも　た
まねぎ　にんじん　ホールトマト缶詰　水　野菜
ブイヨン　食塩　ケチャップ　砂糖　油　マーガ
リン

豆腐のサラダ

焼きそばめん　豚肉(もも)　にんじん　もやし
キャベツ　食塩　中濃ソース　焼きそばソース ごはん 果物 麦茶 七分つき米 ハヤシライス

七分つき米　豚肉(もも)　たまねぎ　しめじ　に
んにく　しょうが　油　小麦粉　ホールトマト缶
詰　ケチャップ　ウスターソース　食塩　水

みそ汁
だいこん　にんじん　生わかめ　みそ　煮干だし
汁

白菜ときのこの
スープ

はくさい　えのきたけ　食塩　野菜ブイヨン すまし汁

せんべい 25 せんべい

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 バターピラフ

七分つき米　鶏ひき肉　たまねぎ　にんじん
コーン缶　マーガリン　食塩　野菜ブイヨン　こ
しょう

焼きそば

20 せんべい 21 22 せんべい 23 ボーロ 24

牛乳 牛乳

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 あんぱん 食パン　あずき　きび砂糖　食塩

牛乳 牛乳 牛乳

りんご　みかん缶　レタス　キャベツ　きゅうり
食塩　油　酢 千切りキャベツ キャベツ

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 手づくり団子 上新粉、しょうゆ　みそ　砂糖 きな粉サンド 食パン　マーガリン　きび砂糖　きな粉 カップケーキ

たらフライ 麦茶
たら　こしょう　小麦粉　水　パン粉　油　中濃
ソース

かぶの甘酢漬け かぶ　塩　きび砂糖　酢 パリパリ大根 だいこん　しょうゆ　酢　きび砂糖　こんぶ 果物　麦茶 菜果サラダ

人参のポター
ジュ

人参　玉ねぎ　じゃが芋　牛乳　野菜ブイヨン
マーガリン　塩

豚肉とじゃが芋
の甘辛炒め

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

豚ひき肉　人参　玉ねぎ　ねぎ　しょうが　にん
にく　にら　豆腐　干ししいたけ　油　しょうゆ
みそ　きび砂糖　塩　鳥がらだし　片栗粉　ごま
油

はるさめサラダ
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 鶏の照り焼き 鶏もも肉　しょうゆ　本みりん　酒

わかめごはん
果物

七分つき米　炊き込みわかめ

豆腐とわかめの
スープ

豆腐　生わかめ　しょうゆ　こんぶ　かつお節
食塩 中華スープ

豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　たけのこ　は
るさめ　食塩　しょうゆ　野菜ブイヨン　こまつ
な

すまし汁（たま
ねぎ、わかめ、
麩）

玉ねぎ　わかめ　ふ　しょうゆ　塩　昆布　かつ
お節　片栗粉

ごはん 果物 麦茶 七分つき米 ごはん 果物 麦茶 七分つき米 赤飯 果物 麦茶
七分つき米　もち米　水　ささげ（乾）　塩　黒
ごま

ひじきのドライ
カレー

七分つき米　豚ひき肉　ひじき　たまねぎ　にん
じん　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　水

16 せんべい 17 せんべい 1813 せんべい 14 せんべい 15 クラッカー

おやつ昆布　牛
乳

牛乳 麦茶牛乳 煮干し 牛乳 浅漬け　牛乳 キャベツ　きゅうり　食塩　にんじん

にんじん蒸しパ
ン

ホットケーキ　にんじん　りんご濃縮果汁　きび
砂糖　油　ベーキングパウダー マカロニ黄粉 マカロニ　きな粉　きび砂糖　食塩 お菓子ホットケーキ

小麦粉　ベーキングパウダー　きび砂糖　食塩
卵　牛乳　バニラエッセンス　油　きび砂糖　水 じゃがもち じゃがいも　片栗粉　油　きび砂糖　しょうゆ 焼きおにぎり 七分つき米　しょうゆ　本みりん　かつお節　こんぶ

果物　麦茶 千切りキャベツ キャベツ 果物　麦茶果物　麦茶 板ずりきゅうり きゅうり　食塩 果物　麦茶

生揚げといんげ
んの煮物

生揚げ　いんげん　にんじん　きび砂糖　しょう
ゆ　みりん　酒

さつま芋コロッ
ケ

さつまいも紅あずま　豚ひき肉　たまねぎ　食塩
こしょう　小麦粉　水　油　パン粉　油　中濃
ソース

具だくさん汁
だいこん　にんじん　さつまいも紅あずま　鶏糸
切り肉　木綿豆腐　油揚げ　だし節　みそ

けんちん汁
鶏肉　豆腐　にんじん　だいこん　ごぼう　さと
いも　油　食塩　しょうゆ　だし節　ねぎ

はくさいのスー
プ

たまねぎ　しょうゆ　はくさい　水　木綿豆腐
生わかめ　えのきたけ　食塩　野菜ブイヨン

豆腐のサラダ
鶏ささ身　にんじん　きゅうり　木綿豆腐　いり
ごま　油　酢　しょうゆ　ごま油 シュウマイ

豚ひき肉　たまねぎ　片栗粉　食塩　きび砂糖
酒　ごま油　しょうゆ　しゅうまいの皮 ブロッコリー ブロッコリー　食塩

そぼろごはん
七分つき米　鶏ひき肉　きび砂糖　しょうゆ　食
塩　ほうれんそう

食パン　果物
麦茶

食パン

すまし汁（エノ
キ、ねぎ）

玉ねぎ　えのき　ねぎ　ふ　かつお節　昆布
しょうゆ　塩

中華スープ　麦
茶

豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　たけのこ（ゆ
で）　はるさめ　食塩　しょうゆ　野菜ブイヨン
こまつな

大学芋
さつまいも紅あずま　油　きび砂糖　しょうゆ
黒ごま

あんかけ焼きそ
ば

焼きそば　豚肉　玉ねぎ　白菜　人参　干しいた
け　竹のこ　油　砂糖　塩　しょうゆ　野菜ブイ
ヨン　片栗粉　ごま油

ごはん　果物 七分つき米 長崎うどん
うどん　豚肉(ばら)　玉ねぎ　白菜　人参　しい
たけ　チンゲンサイ　あさり水煮缶　鳥がら　塩
しょうゆ　油　片栗粉　ごま油

9 せんべい 10 ビスケット 11 せんべい6 せんべい 7 せんべい 8 せんべい

牛乳

焼きいも

麦茶

お菓子
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　水

牛乳 チーズ　牛乳

2023年3月苗　 　間 　　保　 　育 　　園 　　献　　 立 　　表

ほうれんそうと
もやしののり和

ほうれんそう　もやし　しょうゆ　油　かつお節
水　焼きのり

じゃがいも　食塩　マーガリン　牛乳 ブロッコリー

豚肉　たまねぎ　にんじん　じゃがいも　キャベ
ツ　食塩　野菜ブイヨン

ブロッコリー　塩 果物　麦茶

メロンパン

野菜スープ
かじきのバーベ
キューソース

ポテトマッシュ

すまし汁（あさ
り）果物　麦茶

塩　しょうゆ　かつお節　こんぶ　あさり　ねぎ
ふ

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　にんじん
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

鶏のさっぱり煮
鶏ウィング　砂糖　酢　しょうゆ　にんにく
しょうが 鶏のからあげ

さつまいも紅はるか ドーナツ

鶏もも肉　しょうゆ　しょうが　油　片栗粉

みそ汁　果物
麦茶

だいこん　にんじん　生わかめ　豆腐　みそ　煮
干し

かじき　片栗粉　油　ケチャップ　中濃ソース
カレー粉　きび砂糖　酢　水

豚汁　麦茶
豚肉　だいこん　にんじん　ごぼう　じゃがいも
ねぎ　こんにゃく　豆腐　だし節　みそ

ひなあられ 4 せんべい

五目鶏飯
米　鶏糸切り肉　にんじん　ごぼう　油揚げ　干
ししいたけ　油　砂糖　塩　酒　しょうゆ　いん
げん

ごはん　果物

1 クラッカー 2 せんべい 3

ハヤシライス
七分つき米　豚肉　たまねぎ　しめじ　にんにく
しょうが　油　小麦粉　ホールトマト缶詰　ケ

チャップ　ウスターソース　食塩　水

卒園のおいわい

春分の日

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

五目鶏飯
七分つき米　鶏糸切り肉　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

七分つき米 ちらし寿司

七分つき米　水　きび砂糖　酢　食塩　いりごま
にんじん　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

給食だより 苗間保育園ができてから、今年の春でまる６年がたちます。苗間保育園の給食は、子どもたちと共に育ってきました。子どもたちが窓から「きょうのきゅうしょくなんですかー？」と聞きに来てくれたり、美味しいと食べてくれるから、ま
たいろいろなレシピに挑戦する事ができました。子どもたちの成⾧からは、日々たくさんの学びがありました。この春卒園のたいよう組の子どもたちは、園が開園の時に赤ちゃんだった子どもたちです。本当によく食べる子どもたちで、毎日給食の時間に
おかわりの行列ができていました。クッキングもいろいろチャレンジしたね。食べることが大好きだからこそ、リクエストメニューを聞いた時には、たくさんのメニューの名前が出てきたそうです。切干大根や、豆料理、肉じゃがなど素朴で体に良いメ
ニューも大好きな子どもたち。よく食べ、よく遊び、最近は心も体も成⾧した姿がまぶしいです。苗間で経験した様々な事が土台となって、自分の好きな方向に力強く進んでいってほしいなあと思います。みんなの未来がとても楽しみです。卒園おめでと
うございます。ご家族のみなさまも、園へのご協力、本当にありがとうございました。また遊びに来てくださいね。


