
朝のおやつ ３月は年度最後の月です♪ 1 動物ビスケット 2

一年間で、子どもたちは心も体も大きく
昼食 成長しました！

食事を通して成長することもいっぱいあります。
3時のおやつ 生活リズムや食事バランスを整えて、元気いっぱい

過ごしましょう☆
朝のおやつ 4 こざかなせんべい 5 ミニゼリー 6 マリービスケット 7 野菜スティック 8 ひじきスティック 9

昼食

3時のおやつ

朝のおやつ 11 丸ボウロ 12 はちゃ棒 13 プルーン 14 ミレービスケット 15 飲むヨーグルト 16

昼食

3時のおやつ

朝のおやつ 18 ソフトせんべい 19 Feウエハース 20 マクビティビスケット21 22 バナナ 23

昼食

3時のおやつ

朝のおやつ 25 豆乳 26 野菜スティック 27 ルヴァン 28 ハーベストセサミ 29 かぼちゃボーロ 30

昼食

3時のおやつ
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お子様ランチ　ミネストローネ

レバーフライ　いちご

かぼちゃサラダ

生クリームケーキ

ミルク

土

みかん缶

ケチャップ風味焼きそば

炊込みピラフ

わかめスープ

ごはん　かぼちゃの味噌汁

スルルーの南蛮漬け

白菜の煮びたし　パイン缶

春分の日

もずく丼　豆腐の味噌汁

切干大根サラダ 次年度準備のため

アーサ汁

月 火 水 木 金

マージンごはん　白菜の味噌汁チキンカレー ごはん　中華風コーンスープ ごはん　大根の味噌汁

ジャムパン

ミルク

おひな寿司　あさり汁

きゅうりの和え物　いちご

ごぼうサラダ　トマト

かきたま汁 さばのりんごソースかけ 豚のしょうが焼き お弁当会 豆腐オムレツ わかめスープ

りんご　ミルク えだまめ

マドレーヌ　りんご 黒糖くずもち

黄桃 三色ソテー　パイン缶 きゅうりともやしの和え物

ごはん　イナムドゥチ ごはん　キャベツの味噌汁 沖縄そば

ゴマクッキー 五穀ビスケット

ミルク 豆乳 ミルク ミルク

おにぎり

みかん缶 ひじきの旨煮　ミニトマト バナナ

くふぁジューシー

からしな炒め　くしさし 鶏肉のマーマレード焼 麩チャンプルー

かぼちゃケーキ

ヨーグルトスコーン カラメルバナナケーキ ちんびん 桑茶ちんすこう 13時までの保育

ごはん　小松菜の味噌汁 牛丼

ミルク ミルク ミルク ミニゼリー　ミルク

チキンの煮付け　黄桃 クーブイリチー ブロッコリーサラダ 揚げさんまの味噌がらめ 山東菜の味噌汁

ごはん　シカムドゥチ ごはん　大根の味噌汁 タコライス　コンソメスープ

人参チャンプルー かぼちゃサラダ　トマト バナナ キャベツサラダ　パイン缶

フロランタン ホットぜんざい 紅芋ねじり棒 ビスコ　オレンジ クリームパン

バナナ　ミルク 亀の甲せんべい ミルク ミルク ミルク

黒糖蒸しパン

オムライス 麦ごはん　えのきの味噌汁 ごはん　野菜スープ

マッシュルームスープ 千切りいりちー 鮭のグラタン風　黄桃

休園オレンジ

ミルク

ひじきサラダ　トマト 春雨の和え物　みかん缶 ブロッコリー土佐マヨ和え

かりんとう　バナナ

ミルク

もちもちボールドーナツ

牛乳

人参ケーキ

ミルク

ひなあられ　バナナ

カルピス

バターパン

コーンクリームシチュー

スタミナサラダ　ミニゼリー

焼き芋

ミルク
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スクランブルエッグ

休園

かに玉あんかけ

洋食

ハンバーグ

フライ

ポークビーンズ

和食

しょうが焼き

塩焼き

湯豆腐

卵焼き

３．メイン料理（主菜）の調理法・味つけを決めましょう

中華

肉団子

炒め物

マーボー豆腐大豆・豆腐

肉

魚

牛ロース薄切り、豆腐○保育乳 玉ねぎ、山東菜、しらたき、人参

○牛乳、豚三枚肉（皮なし）、グーヤー（豚うで肉）、ス
ライスハム、棒かまぼこ（卵なし）、○保育乳、刻み昆
布、わかめ（乾）、シーチキン

鶏ひき肉、塩抜きもずく、豆腐、スライスハム（卵不使
用）、○保育乳

オレンジ、人参、きゅうり、玉ねぎ、ほうれん草、コーン
缶、いんげん(冷凍）、千切り大根（乾）、○バナナ

豚ひき肉、シーチキン、わかめ（乾）○保育乳

胚芽米 グーヤー（豚うで肉） 玉ねぎ、人参、ひじき、アーサ

玉ねぎ、レタス、人参、きゅうり、クリームコーン缶、
コーン缶、いんげん(冷凍）

胚芽米、揚げ油、小麦粉、三温糖、片栗粉

胚芽米、○三温糖、○もち粉、押麦、マヨネーズ、三温
糖、油、新玄

豆腐、○金時豆（乾）、豚三枚肉（皮なし）、グーヤー
（豚うで肉）、カステラかまぼこ、切れてるチーズ、刻み
昆布

胚芽米、三温糖○パン

胚芽米、○小麦粉、○砂糖、○油、マヨネーズ、油、新玄

胚芽米、じゃがいも、○ホットケーキ粉、○タピオカでん
粉、○揚げ油、マヨネーズ、○三温糖、油、すりごま
（白）、新玄

卵、○絹ごし豆腐、鶏もも肉（皮なし）、牛乳、かにかま
ぼこ、大豆水煮、○牛乳、○きな粉、○保育乳

生鮭（切り身・骨無し）、○卵、保育乳（調理用）、生ク
リーム、ピザ用チーズ、卵、○クリームチーズ、ベーコ
ン、○保育乳

ゆで千切り、栗かぼちゃ、きゅうり、人参、えのきたけ、
切りこんにゃく、ねぎ

胚芽米、三温糖、マヨネーズ、新玄

トマト、玉ねぎ、きゅうり、人参、ピーマン、ひじき

胚芽米、○強力粉、○粉黒糖、春雨、押麦、三温糖、油、
ごま油、新玄

○小麦粉、○無塩バター、○三温糖○黒炒りごま ○卵、○保育乳

厚揚げ、グーヤー（豚うで肉）、ウインナー、豚三枚肉
（皮なし）、カステラかまぼこ、○プレーンヨーグルト、
コンビーフハッシュ、○卵、○保育乳

胚芽米、マヨネーズ、マージン（もちきび）、油、白炒り
ごま、すりごま（白）

豆腐、卵、鶏ももミンチ、粉チーズ、とりささみフレー
ク、油揚げ、○保育乳、わかめ（乾）

じゃがいも、油、三温糖、バターパン、ごま油、○焼き
芋、卵なしパン（又は超熟ロール）

グーヤー（豚うで肉）、牛乳、大豆水煮、シーチキン、ス
キムミルク（粉末）、○牛乳（県産　成分無調整）、◎豆
乳（フルーツ味）

○紅芋、胚芽米、新玄、○三温糖、油、三温糖、○油、○
無塩バター、○小麦粉、○すりごま

合びき肉、タコライス用チーズ、○卵、ベーコン、○保育
乳

胚芽米、○強力粉、○三温糖、○マーガリン、油

さば、卵、○卵、ウインナー、○豆乳（フルーツ味）

日付

材         料        名

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

胚芽米、三温糖、白炒りごま、手まり麩（乾） 味付いなり皮（三角形）、○カルピス、むきえび、あさ
り、うずら卵水煮、味付のり、わかめ（乾）、だし用昆布

きゅうり、人参、パプリカ（赤）、パプリカ（黄）、○バ
ナナ

胚芽米、油、星型麩○パン

鶏もも肉（皮なし）、豆腐、○牛乳、○卵、油揚げ、○保
育乳

沖縄そば麺（ゆで）、油、三温糖 豚Bロース、卵、棒かまぼこ（卵なし）、ベーコン、車
麩、○保育乳、プリンセスウインナー

胚芽米、じゃがいも、○小麦粉、○砂糖、○有塩バター、
押麦、○アーモンドプードル、油、片栗粉、新玄、小麦粉

鶏もも肉（皮なし）、卵、○卵、○保育乳 ○りんご、玉ねぎ、人参、トマト、えのきたけ、ねぎ

胚芽米、○粉黒糖、○芋くず、○タピオカでん粉、油、三
温糖、新玄

豚Bロース　スライス、○きな粉、○保育乳、わかめ
（乾）

大根、玉ねぎ、きゅうり、太もやし、人参、ピーマン、長
ねぎ

胚芽米、○小麦粉、○グラニュー糖、油、片栗粉、○有塩
バター、砂糖、新玄

胚芽米、パン粉、揚げ油、マヨネーズ、小麦粉、ABCパス
タ、三温糖、油

豚レバースライス（8mm厚さ）、卵、ポーク缶（減塩ス
パム）、○保育乳、◎ヨーグルト

栗かぼちゃ、いちご、キャベツ、玉ねぎ、人参、トマト水
煮缶（カット）、トマト、セロリ

胚芽米、○小麦粉、○油、○三温糖、油、砂糖、小麦粉、
片栗粉、ごま油、三温糖、新玄

スルルー〈きびなご〉、豚Bロース　スライス、○保育
乳、わかめ（乾）、キングフィレ（切り身・骨皮なし）

沖縄そば麺（ゆで）、油○胚芽米○えだまめ 豚バラ肉スライス、豚Bロース　スライス

キャベツ、大根、イナムドゥチ用切りこんにゃく、人参、
きゅうり、からし菜、太もやし、干し椎茸

胚芽米、○小麦粉、○三温糖、○無塩バター、砂糖、片栗
粉、油、新玄

ミニトマト、人参、キャベツ、○バナナ、マーマレード、
むき枝豆（冷凍・塩なし）、ひじき、ねぎ

さんま（開き・中骨なし）、豆腐、○保育乳 ○オレンジ、キャベツ、小松菜、コーン缶、水菜、人参、
◎バナナ

ブロッコリー（冷凍）、トマト、キャベツ、レタス、栗か
ぼちゃ、玉ねぎ、人参、コーン缶、パプリカ（赤）

胚芽米、○スライスアーモンド、○無塩バター、○三温
糖、三温糖、油、新玄

鶏手羽元、卵、グーヤー（豚うで肉）、カステラかまぼ
こ、ベーコン、○保育乳、○生クリーム、プリンセスウイ
ンナー

人参、玉ねぎ、冬瓜、切りこんにゃく、ほうれん草（冷
凍・国産）、にら、干し椎茸、○バナナ

   忙しい中で、献立を考えることは大変！でも、献立作成のコツを知れば献立作業が劇的
に楽になります。そのうえ、子どもの成長に必要なエネルギーや栄養がバランス良く満た
され、健康で“おいしいごはん”を作れるようになりますよ。

★献立づくりの流れ

１．事前の準備

ブロッコリー、玉ねぎ、キャベツ、○にんじん、人参、ほ
うれん草、しめじ、パプリカ（赤）、○レーズン、ねぎ

小松菜、コーン缶、クリームコーン缶、りんご、○かぼ
ちゃ（冷凍・国産）、玉ねぎ、ねぎ、しょうが

白菜、栗かぼちゃ、人参、えのきたけ、いんげん(冷凍）、
ねぎ

キャベツ、玉ねぎ、人参、太もやし、ピーマン、わかめ

玉ねぎ、人参、コーン缶、ねぎ

栗かぼちゃ、トマト、人参、大根、玉ねぎ、切りこんにゃ
く、いんげん(冷凍）、山東菜

☆☆毎月19日は食育の日です☆☆

卵

今日の献立を考える時には、子どもの活動内容、季節、天気、気温などを考慮して思い浮
かべます。

２．メイン料理（主菜）の食材を決めましょう

　メイン料理（主菜）は、魚、肉、卵、大豆・豆腐など、たんぱく質源となる食品を使用
した大きなおかずです。たんぱく質は、身体を作り、成長するには欠かすことができない
栄養素の供給源です。メイン料理を曜日で決めることで、栄養の偏りを防ぎます。

○りんご、トマト、白菜、千切りごぼう、ほうれん草（冷
凍・国産）、玉ねぎ、きゅうり、人参、ピーマン

キャベツ、太もやし、玉ねぎ、◎プルーン（乾）、にら、
ねぎ、バナナ

給食だより３月号

メイン食材日程表

月 火 水 木

金 土 日

さかなの日 鶏肉の日 大豆製品の日

卵の日 牛肉 /豚肉の日 大豆製品の日

さかなの日
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