
２０２０年３月　献立表

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
ごはん 焼きうどん 米、油 鮭、ピザ用チーズ ほうれん草、白菜 塩、しょう油
鮭のチーズ焼き 牛乳 うどん 油揚げ、白味噌 にんじん、もやし 出汁
ほうれん草の海苔和え 豚ひき肉 いよかん、きざみのり
味噌汁（油揚げ・もやし） 牛乳 たまねぎ、青のり
いよかん
ちらし寿司 三色ケーキ 米、さとう、ごま 鶏ひき肉 にんじん、れんこん、かんぴょう 酢、さとう、みりん
菜の花団子 牛乳 油、パン粉、片栗粉 花鰹、絹ごし豆腐 絹さや、きざみのり しょう油、塩
ブロッコリーのおかか和え ホットケーキミックス 豆乳 コーン、しょうが 出汁
清汁（豆腐・みつば・花麩） さとう、イチゴジャム 生クリーム ブロッコリー、みつば ベーキングパウダー
いちご 花麩 牛乳 いちご、小松菜
ジャムパン 青菜としらすのまぜごはん 食パン、いちごジャム 豚小間肉 にんじん、玉ねぎ ケチャップ、コンソメ
ポークシチュー 牛乳 じゃが芋、油、小麦粉 しらす きゅうり、夏みかん ウスターソース
スパゲティサラダ さとう、スパゲティ 牛乳 小松菜 しょう油、トマトピューレ

夏みかん エッグケアマヨネーズ 塩
ごま油、ごま、米

豚すき焼き丼 マカロニかりんとう 米、さとう 豚小間肉 玉ねぎ、しらたき しょう油、みりん
ごま酢和え 牛乳 ごま 焼き豆腐 キャベツ、にんじん、きゅうり 出汁、酢、塩
味噌汁（ちくわ・ねぎ） ツイストマカロニ ちくわ ねぎ、いよかん
いよかん 油、黒砂糖 牛乳

白味噌
麻婆豆腐丼 きなこトースト 米、ごま油、さとう 絹ごし豆腐 にんじん、たまねぎ しょう油
春雨サラダ 牛乳 片栗粉、春雨 豚ひき肉、白味噌 にら、きゅうり、コーン 酢、出汁
もやしのスープ 食パン、バター きなこ わかめ、もやし 塩、中華だし
清見オレンジ 牛乳 清見オレンジ

ごはん ココアゼリー 米、さとう 豚小間肉 大根、にんじん 出汁、さとう
豚大根 クラッカー じゃが芋 白味噌 こんにゃく、しょうが しょう油、みりん
ポテトサラダ 牛乳 エッグケアマヨネーズ 豆乳 きゅうり、わかめ 塩、ココア
味噌汁（わかめ・たまねぎ） ゼラチン 牛乳 清見オレンジ
清見オレンジ

豚汁うどん 昆布とツナのおにぎり うどん 豚小間肉 ごぼう、にんじん、ねぎ 出汁、しょう油
ぶりの照り焼き 牛乳 油、さとう 白味噌、ぶり ひじき、きゅうり、コーン みりん、塩
ひじきサラダ 米 昆布の佃煮 清見オレンジ 酢
清見オレンジ ツナ缶

牛乳
ごはん ミートペンネ 米、片栗粉、油 豚レバー、ツナ缶 切干し大根、にんじん しょう油、みりん
レバーの竜田揚げ 牛乳 エッグケアマヨネーズ 豚ひき肉 きゅうり、玉ねぎ 出汁
切干しのマヨ和え ごま、かぼちゃ 牛乳 いよかん コンソメ、ケチャップ
味噌汁（かぼちゃ・玉ねぎ） ペンネ トマト缶
いよかん
バターロール わかめごはん バターロール 鶏小間肉 たまねぎ、じゃが芋 酢、しょう油
鶏じゃがグラタン 牛乳 油、じゃがいも パルメザンチーズ もやし、きゅうり、にんじん 塩、コンソメ
ナムル エッグケアマヨネーズ ちりめん 白菜、清見オレンジ
白菜スープ パン粉、ごま油 牛乳 わかめ
清見オレンジ さとう、米、ごま
チキンカレー ケーキ 米、じゃが芋 豚小間肉 玉ねぎ、パセリ ケチャップ、コンソメ
きゅうりとちくわのサラダ 牛乳 小麦粉、バター、油 パルメザンチーズ にんじん、きゅうり 中濃ソース
清見オレンジ エッグケアマヨネーズ 白味噌 キャベツ、もやし しょう油

ごま 牛乳 いよかん メープルシロップ
ホットケーキミックス

鮭のお花ごはん 苺のゼリーとババロア 米、ごま、じゃが芋 鮭、卵 青のり、にんじん 料理酒、塩
コロッケ 牛乳 パン粉、小麦粉 ダイスチーズ 玉ねぎ、春キャベツ しょう油、酢
春キャベツサラダ 油、ごま油 生クリーム きゅうり、にんじん、コーン 出汁
清汁（菜の花・えのき） ゼラチン、さとう 牛乳 菜の花、えのき、夏みかん
夏みかん 苺ジャム いちご
ごはん マーマレード蒸しパン 米、油 豚小間肉 ピーマン、もやし、玉ねぎ しょう油、みりん
焼肉 牛乳 さとう、ごま油 白味噌 しょうが、キャベツ、コーン 出汁
さつまいもの黄金煮 片栗粉、さつま芋 豆乳 いよかん
味噌汁（キャベツ・コーン） ホットケーキミックス 牛乳
いよかん マーマレードジャム
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乳児の朝のおやつは毎日牛乳です。

・３日はひなまつりの行事食です。
・13日はお誕生日会です。
・19日はリクエスト給食（うちゅう組）です。

・10日はミートペンネ（多文化おやつ）です。
ペンネ（筒状のパスタ）にミートソースを
かけてたり絡めて食べます。
※納品の関係により、変更することが
あります。マヨネーズ,ウィンナーは

アレルギー不使用のものを使用します。

今年度、初めて取り入れる食材

・清見オレンジ（4日） ・夏みかん（13日）

・さわら（16日） ・はっさく（２3日）

●使用食材につきましては、アレルギー等に配慮し具体的に明記

をしています。園で初めて食べる食材がないように、献立を確認

し、先にご家庭で試してみてください



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

ごはん ホットドッグ 米、油 鰆 しょうが、ねぎ しょう油、みりん
鰆の香味焼き 牛乳 春雨 白味噌 小松菜、コーン さとう、酢、塩
甘酢和え バターロール、砂糖 ウィンナー 切干し大根、にんじん 出汁、ケチャップ
味噌汁（切干し・にんじん） 牛乳 清見オレンジ
清見オレンジ キャベツ
ごはん さつま芋クッキー 米、さとう 鶏もも肉 大根、にんじん、いんげん しょう油、みりん
鶏肉のごま照り焼き 牛乳 小麦粉、油、黒ごま 白味噌 キャベツ、コーン 塩、出汁
野菜の炒り煮 さつま芋 牛乳 いよかん ベーキングパウダー
味噌汁（キャベツ・コーン）
いよかん
ごはん ぼたもち 米 豚ひき肉 玉ねぎ、にんじん 塩、コンソメ
チーズハンバーグ 牛乳 油、パン粉 ピザ用チーズ いんげん、クリームコーン しょう油
じゃが芋のソテー じゃが芋 豆乳 パセリ、清見オレンジ
コーンスープ もち米 あずき、きなこ
清見オレンジ 牛乳
ジャムパン さけごはん 食パン、りんごジャム 鶏もも肉 にんじん、キャベツ みりん
からあげ 牛乳 油、片栗粉 豆乳 しょうが 鶏がらだし、塩
キャベツのおかか和え じゃが芋 花鰹 コーン、玉ねぎ、ブロッコリー しょう油
クリームスープ 鮭フレーク いちご
いちご 牛乳

ごはん 大学芋 米、油 厚揚げ、豚小間肉 にんじん、ピーマン 中華だし、しょう油
生揚げの中華炒め 牛乳 砂糖、じゃが芋 白味噌 もやし、きゅうり、わかめ みりん、酢
きゅうりとわかめの酢の物 さつま芋、黒ごま 牛乳 玉ねぎ、清見オレンジ 塩、出汁
味噌汁（玉ねぎ・じゃが芋）
清見オレンジ

ごはん 焼そば 米、パン粉 木綿豆腐、鶏ひき肉 にんじん、玉ねぎ 塩、しょう油
豆腐のつくね焼き 牛乳 さとう 大豆水煮、油揚げ ひじき、にんじん、こんにゃく みりん、出汁
ひじきの炒り煮 焼そば麺 白味噌 白菜、もやし 中濃ソース
味噌汁（白菜・もやし） 油 豚バラ はっさく
はっさく 牛乳
バターロール じゃこごはん バターロール、油 豚小間肉、大豆水煮 にんじん、玉ねぎ、ピーマン コンソメ、ケチャップ
ポークビーンズ 牛乳 さとう、ごま油 ちりめん、花鰹 トマト缶、切干し大根 ウスターソース
切干しのサラダ 米、ごま 牛乳 きゅうり、コーン、清見オレンジ しょう油、酢、塩
コンソメスープ
清見オレンジ
ごはん 黒糖ボーロ 米、 かれい にんじん、こんにゃく、 塩、しょう油
白身魚の味噌マヨネーズ焼き 牛乳 エッグケアマヨネーズ 白味噌 いんげん、 みりん、出汁
五目煮豆 油、さとう、麩 大豆水煮、 小松菜、はっさく ベーキングパウダー
清汁（麩・小松菜） 小麦粉、黒砂糖 豆乳
はっさく ごま 牛乳
ごはん ラーメン 米、片栗粉、油 豚小間肉 たまねぎ、ピーマン しょう油、料理酒
しょうが焼き 牛乳 さとう、ごま油 挽き割り納豆 小松菜、にんじん 酢
納豆和え 焼そば麺 しらす、油揚げ 大根、清見オレンジ 出汁
味噌汁（大根・油揚げ） 白味噌 わかめ、ねぎ、コーン 鶏がらスープ
清見オレンジ 牛乳
きつねうどん チーズおかかおにぎり うどん、さとう 油揚げ、鶏もも肉 にんじん、ねぎ、ほうれん草 出汁、しょう油
鶏肉のカレー焼き 牛乳 片栗粉 ダイスチーズ ひじき、もやし、きゅうり みりん、塩
ひじきのごま和え 油、ごま油 花鰹 はっさく カレー粉
はっさく ごま 牛乳

牛乳
ごはん スコーン 米、油 木綿豆腐、豚ひき肉 にんじん、たまねぎ しょう油、塩
炒り豆腐 牛乳 さとう、じゃが芋 白味噌 ほうれん草、青のり 出汁
じゃが芋の磯和え 麩 豆乳 えのき、いよかん
味噌汁（麩・えのき） ホットケーキミックス 牛乳
いよかん いちごジャム

ごはん フライドポテト 米、油 豚ひき肉 にんじん、たまねぎ 塩、ケチャップ
ミートローフ 牛乳 片栗粉、春雨 白味噌 コーン、しめじ、ほうれん草 ウスターソース
春雨の中華炒め ごま油、じゃが芋 牛乳 もやし、わかめ しょう油、出汁
味噌汁（もやし・わかめ） 清見オレンジ
清見オレンジ パセリ
高野豆腐のドライカレー 揚げぱん 米、油 高野豆腐、豚ひき肉 しょうが、にんにく カレー粉
フレンチサラダ 牛乳 小麦粉、じゃが芋 きなこ 玉ねぎ、ピーマン、トマト缶 中濃ソース、塩
コンソメスープ バターロール 牛乳 キャベツ、きゅうり、にんじん 酢、コンソメ
いちご さとう いちご
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