
2020年03月 献    　  立      　表 粉河保育園(一般)

エネルギー
たんぱく質

　脂質／塩分
 (  )は未満児

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 調味料

517(437)

2 17.7(13.3)

月 14.4(13.4)

2.3(1.7)

471(419)

3 16.8(13.5)

火 9.3(9.6)

1.5(1.2)

500(425)

4 17.3(16.5)

水 11.6(12.7)

2.7(2.4)

569(442)

5 22.2(21.4)

木 19.9(15.0)

2.3(2.0)

554(524)

6 23.4(18.2)

金 16.3(15.9)

2.5(2.0)

7
土

523(398)

9 14.9(11.2)

月 13.5(10.4)

3.0(2.4)

642(514)

10 26.3(19.4)

火 19.6(12.8)

2.2(1.7)

477(428)

11 13.8(12.0)

水 16.8(17.6)

1.6(1.2)

632(529)

12 23.8(22.2)

木 24.1(23.2)

2.9(2.7)

553(518)

13 15.1(12.8)

金 12.6(13.7)

1.7(1.3)

14
土

594(434)

16 18.9(12.6)

月 21.0(14.2)

1.3(1.1)

512(447)

17 13.0(13.5)

火 12.9(13.2)

3.0(2.7)

468(447)

18 18.6(15.6)

水 12.9(14.5)

2.4(2.1)

493(413)

19 17.7(18.8)

木 12.4(11.1)

1.6(1.6)

21
土

414(365)

23 19.2(19.1)

月 6.6(8.8)

2.5(2.5)

660(575)

24 24.2(21.6)

火 21.4(18.8)

1.6(1.4)

552(462)

26 24.0(20.8)

木 17.0(15.4)

1.6(1.4)

548(405)

27 20.0(18.1)

金 22.7(16.4)

2.5(2.0)

28
土

531(398)

30 18.1(15.1)

月 17.2(14.5)

1.9(1.7)

482(423)

31 13.6(11.4)

火 14.7(14.9)

2.3(1.8)

※３日は遠足の為、０，１，２，３，４歳児の給食はありません。 ※仕入れ材料の都合により献立内容を変更することもありますので、ご了承下さい。
※１３日は遠足の為、５歳児の給食はありません。 ★果物・手作り又は少し手を加えているおやつです。

___線はすみれ組リクエストメニューです。

ぽたぽた焼き、
牛乳

ハヤシライス、春雨サラダ、みかん
缶

米、○プリンの素、はるさ
め、マヨネーズ、油、◎
ホームパイ

○牛乳、牛肉、豚肉、脱
脂粉乳、ハム

みかん缶、たまねぎ、に
んじん、きゅうり、しめじ、
グリンピース

ハヤシルウ、ケチャップ、
塩

ホームパイ ★プリン

御飯、豚かつ、じゃがいも煮、みそ
汁

米、じゃがいも、油、砂
糖、○ぽたぽた焼き

○牛乳、豚ヒレカツ、豆
腐、みそ、油揚げ、◎
チーズ

キャベツ、たまねぎ、しら
たき、にんじん、ねぎ、グ
リンピース

だし汁、しょうゆ、ソース チーズ

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ) 10時おやつ

(乳児）

チーズ

3時おやつ

ちらし寿司、チキンナゲット、すまし
汁、ひなまつりゼリー

ひな祭りゼリー、米、○ひ
なあられ、油、砂糖、麩、
◎ライスクッキー

チキンナゲット、錦糸たま
ご、鶏ひき肉、でんぶ

えのきたけ、にんじん、い
んげん、のり、ねぎ、しい
たけ

だし汁、酢、ケチャップ、
しょうゆ、塩

ライスクッキー ひなあられ、
お茶

★ふかし芋、
お茶

御飯、焼き肉風炒め、はるさめスー
プ、ヨーグルト

米、○どら焼き、はるさ
め、油、◎ミニゼリー

ヨーグルト、牛肉、大豆の
華

たまねぎ、キャベツ、もや
し、にんじん、パプリカ、
ピーマン、ねぎ

焼き肉のたれ、しょうゆ、
中華だしの素、塩

ミニゼリー

○牛乳、メルルーサ、○
ヨーグルト、豚肉、みそ、
○脱脂粉乳、油揚げ、◎
ミニフィッシュ

だいこん、にんじん、こん
にゃく、ねぎ、ごぼう、ひ
じき、グリンピース

だし汁、しょうゆ、塩 ミニフィッシュ

どら焼き、お茶

コッぺパン、コーンクリームシ
チュー、オムレツ、マカロニサラダ

コッペパン、○さつまい
も、じゃがいも、コーン
スープ、マカロニ、フレン
チクリーミー、油

牛乳、鶏肉、脱脂粉乳、
ハム、オムレツ、◎チー
ズ

たまねぎ、きゅうり、にんじ
ん、コーン、しめじ

ケチャップ、塩

★ヨーグルト
ドーナツ、牛乳

じゃこまぜ御飯、鶏肉の照り焼き、
キャベツとほうれんそうの和え物、
みそ汁

米、○スナックパン、○コ
コア、油、砂糖、ごま油、
片栗粉、◎ビスコ

鶏肉、○脱脂粉乳、み
そ、しらす干し、カニ風味
かまぼこ

キャベツ、ほうれんそう、
たまねぎ、ねぎ、にんじ
ん、えのきたけ、わかめ、
しょうが

だし汁、しょうゆ、みりん ビスコ スナックパン、
★ミルクココア

御飯、白身魚のムニエル、ひじき
煮、豚汁

米、○ホットケーキミック
ス、○油、小麦粉、砂糖、
バター、ごま油、油、○グ
ラニュー糖

白い風船 まがりせんべ
い、お茶

パン、お茶

牛乳、◎カルピス、豚ひ
き肉、牛ひき肉、○牛
乳、○脱脂粉乳、脱脂粉
乳、ベーコン、○きな粉

たまねぎ、ホールトマト、
ごぼう、にんじん、きゅう
り、コーン、グリンピース

ケチャップ、洋風だしの
素、しょうゆ、塩

ホットカルピス

中華丼、蒸しシュウマイ、もやし
スープ、フルーチェ

米、ごま油、片栗粉、○ま
がりせんべい、◎白い風
船

しゅうまい、牛乳、豚肉、
ベーコン

フルーチェオレンジ、キャ
ベツ、たまねぎ、にんじ
ん、もやし、ねぎ、たけの
こ、しいたけ、しょうが、に

中華だしの素、しょうゆ、
塩、こしょう

★きなこ蒸しパ
ン、お茶

御飯、さばのみそ煮、ブロッコリー
おかか和え、白菜スープ

米、○フライドポテト、○
油、片栗粉、砂糖、◎
ホームパイ

豆腐、さば、豚肉、みそ、
かつお節

たまねぎ、はくさい、ブ
ロッコリー、にんじん、しょ
うが、○あおのり

みりん、しょうゆ、中華だ
しの素、酒、塩、○塩

ホームパイ ★フライドポテ
トのり塩、お茶

ミートスパゲティー、ごぼうときゅうり
のサラダ、パイン缶、牛乳

スパゲティ、パイン缶、○
蒸しパンミックス、ごまド
レッシング、油、オリーブ
油

ムーンライト ぽんせんえ
び、お茶

ロールパン、ハンバーグ、かぼちゃ
のサラダ、きのこスープ

ロールパン、○米、マヨ
ネーズ、油、砂糖

○さけフレーク、ハム、脱
脂粉乳、ハンバーグ（乳・
卵不使用）、◎チーズ

かぼちゃ、えのきたけ、に
んじん、たまねぎ、きゅう
り、しめじ、○ごま

ケチャップ、洋風だしの
素、○酒、塩、こしょう

チーズ ★おにぎり、お
茶

カレーライス、キャベツとツナのサラ
ダ、フルーツポンチ

米、じゃがいも、クラッ
シュゼリー、○ぽんせん
えび、油、砂糖、◎ムー
ンライト

牛肉、豚肉、ツナ缶、脱
脂粉乳

キャベツ、たまねぎ、もも
缶、みかん缶、にんじん、
パプリカ

カレールウ、酢、塩、こ
しょう

☆お誕生日メニュー☆、わかめ御
飯、鶏のから揚げ、厚焼き卵、ポテ
トサラダ、ミニトマト、ミニゼリー

米、じゃがいも、○クレー
プシート、ミニゼリー、マヨ
ネーズ、○ホイップクリー
ム、油、○イチゴソース、
◎星たべよ

鶏肉、厚焼き卵、ハム、
炊き込みわかめ

○りんごジュース、きゅう
り、○バナナ、ミニトマト、
にんじん

唐揚げ粉、塩 星たべよ ★クレープ、り
んごジュース

パン、お茶

ビスコ ★バナナ

焼きそば、ほうれん草のマヨネーズ
あえ、わかめスープ

焼きそばめん、○米、○
さつまいも、マヨネーズ、
油

豚肉、◎チーズ ほうれんそう、キャベツ、
たまねぎ、にんじん、ね
ぎ、コーン、わかめ、ご
ま、あおのり

ソース、中華だしの素、
酒、○塩、しょうゆ、塩

チーズ

豆乳、脱脂粉乳、赤板か
まぼこ、凍り豆腐、さんま
かつお節煮、◎ミニフィッ
シュ

かぼちゃ、たまねぎ、だ
いこん、ブロッコリー、グリ
ンピース、○ごま

だし汁、しょうゆ、洋風だ
しの素、塩

ミニフィッシュ

★芋茶粥

親子丼、切干し大根のサラダ、みそ
汁

米、和風ドレッシング、片
栗粉、砂糖、◎ビスコ

卵、鶏肉、みそ、ハム、油
揚げ

○バナナ、たまねぎ、に
んじん、こまつな、きゅう
り、えのきたけ、切り干し
だいこん、ごま、ねぎ

だし汁、しょうゆ、みりん

大学芋、お茶

パン、お茶

御飯、さんまのかつお節煮、市松
煮、かぼちゃの豆乳スープ

米、○大学芋、油、砂糖

おにぎりせん
べい

★レモンケー
キ、牛乳

御飯、おでん風煮、小松菜とコーン
のごま和え、りんご

米、○コーンスープ、砂
糖

○牛乳、鶏肉、煮込みち
くわ、○脱脂粉乳、◎
チーズ

だいこん、こまつな、りん
ご、にんじん、こんにゃ
く、コーン、ごま

だし汁、しょうゆ、酒 チーズ

○牛乳、さわら、卵、○脱
脂粉乳、しらす干し

ほうれんそう、ねぎ、にん
じん、しょうが

だし汁、しょうゆ、みりん、
酒、しょうゆ、塩

アンパンマン
お野菜せん
べい

★ポタージュ

カレーラーメン、かぼちゃのてんぷ
ら、白菜浸し、ヨーグルト

学校給食用ラーメン、○
ホットケーキミックス、○
バター、○グラニュー糖、
油、片栗粉、砂糖、◎お
にぎりせんべい

○牛乳、ヨーグルト、かぼ
ちゃてんぷら、豚肉、牛
肉、○脱脂粉乳、脱脂粉
乳、○卵

ほうれんそう、はくさい、
たまねぎ、にんじん、ね
ぎ、○レモン果汁

だし汁、カレールー（７品
目不使用）、しょうゆ、みり
ん、塩

リングドーナ
ツ、★ミロ

黒糖ロールパン（３歳以上）、ロー
ルパン、肉団子ケチャップ煮、キャ
ベツのマヨネーズ和え

黒糖ロールパン、じゃが
いも、○たべっこどうぶつ
ビスケット、マヨネーズ、
ロールパン

○牛乳、ミートボール、脱
脂粉乳、大豆、ツナ缶、
◎ミニフィッシュ

キャベツ、たまねぎ、にん
じん、トマトピューレ、い
んげん

ケチャップ、洋風だしの
素、塩、こしょう

ミニフィッシュ どうぶつビス
ケット、牛乳

御飯、さわらの照り焼き、ほうれん
草のしらすあえ、かき玉汁

米、○リングドーナツ、○
ミロ、片栗粉、砂糖、◎ア
ンパンマンのおやさいせ
んべい

パン、お茶


