
午前おやつ
（乳児） 昼　食 おやつ

♡黒糖ロールパン 牛乳　小魚　鶏卵　ベーコン ケチャップ

スパニッシュオムレツ チーズ　油揚げ ブイヨン　

もやしのおひたし 鶏がら

スープ　　牛乳　　りんご

カレーライス 甘食（2日） 牛乳　小魚　豚モモ肉 カレールウ　酢

♡ツナサラダ スノーボールクッキー（16日） ツナ 三温糖　塩　

スープ　　 ブイヨン　

麦茶　清見オレンジ　

ちらし寿司 牛乳　小魚　鶏卵　 醤油　かつおだし

鶏肉の照り焼き 鶏モモ肉　はんぺん みりん　酢　砂糖

ミニオンポテト　ゆで野菜 マヨネーズ　

すまし汁　　麦茶　みかん　いちご

和風スパゲッティ 牛乳　小魚　ベーコン 醤油　かつおだし

ポテトサラダ ハム　鶏卵 塩　ブイヨン

スープ マヨネーズ　鶏がら

バナナ　麦茶

ごはん ♡チキンナゲット（5日） 牛乳　小魚　ほっけ 三温糖　塩　醤油

ホッケの塩焼き 2色ぼたもち（19日） 油揚げ　チキンナゲット（5日） 酢　ケチャップ

ナムル風おひたし 牛乳（5日） 小豆　きな粉（19日）

味噌汁　麦茶　りんご 麦茶（19日）

ごはん 牛乳　小魚　鶏豚合いびき肉 味噌　酒　みりん

松風焼き 鶏卵　油揚げ 醤油　かつおだし

白菜のおひたし かつお節

味噌汁　麦茶　いちご

食パン（バター） 五平餅（8日） 牛乳　小魚　牛豚合いびき肉 ハヤシルウ　醤油

♡きのこハンバーグ おにぎり（22日） 鶏卵　かまぼこ 酢　三温糖

春雨サラダ 鮭　わかめ（22日） ブイヨン　鶏がら

スープ　牛乳　デコポン 味噌　酒　みりん

けんちんうどん 牛乳　小魚　鶏モモ肉 めんつゆ　醤油

磯辺揚げ ちくわ　青海苔　ウインナー かつおだし　

麦茶　　 チーズ　かつお節 お好みソース

バナナ　 マヨネーズ

～お別れバイキング～ 牛乳　小魚　鶏モモ肉 ふりかけ　醤油

ごはん　♡唐揚げ　ハムカツ　ミートボール サンドソーハム　鶏卵　かまぼこ みりん　酢　砂糖

♡納豆サラダ　ブロッコリーのごま酢あえ　ポテト ひきわり納豆　わかめ マヨネーズ　酒

ふりかけ　カレー　味噌汁　麦茶　アイス 豚ひき肉 カレールウ　

米粉のロールパン 牛乳　小魚　鶏手羽元 醤油　みりん

スティック肉のオレンジジュース煮 かつお節　豚ひき肉 ブイヨン　鶏がら

チンゲン菜のさっぱり和え チーズ ケチャップ

スープ　　牛乳　バナナ

ごはん 牛乳　小魚　カレイ 醤油　三温糖　みりん

♡煮魚 油揚げ　鶏卵 塩　マヨネーズ

ブロッコリーのおかかマヨネーズ 味噌　上白糖

味噌汁　麦茶　　いちご

豚丼 牛乳　小魚　豚ロース肉 かつおだし　醤油

わかめサラダ わかめ　豆腐 みりん　三温糖

味噌汁

麦茶　清見オレンジ　

ごはん 牛乳　小魚　鶏モモ肉 みりん　醤油　酒　

鶏肉の照り焼き 花麩　鶏卵　 上白糖　味噌

大根サラダ

味噌汁　　麦茶　みかん　

麻婆豆腐丼 牛乳　小魚　木綿豆腐 醤油　三温糖　酒

もやしとコーンの甘酢和え 豚ひき肉　わかめ 上白糖　味噌

味噌汁

麦茶　りんご

赤飯 一口おやつ 牛乳　小魚　小豆　豚ヒレ肉 食塩　味噌

ヒレカツ　♡エビフライ ゼリー・チョコ・せんべい・シュークリーム エビ　鶏卵　かつお節 めんつゆ　

白菜のおかか和え 花麩

味噌汁　　麦茶　　いちご　みかん

♡納豆ごはん 牛乳　小魚　納豆 塩　醤油　酢　三温糖

豆腐団子 ツナ　豆腐　鶏卵 味噌　ブイヨン　鶏がら

ほうれん草のサラダ 牛乳（乳児） ちくわ　チーズ　ベーコン ケチャップ　ココア

スープ　　麦茶　　りんご ♡ココア（幼児）

ごはん 牛乳　小魚　鮭　油揚げ みりん　味噌　三温糖

鮭の西京焼き ヨーグルト　 酒　醤油　上白糖

切干大根煮 生クリーム　ゼラチン

味噌汁　　麦茶　　デコポン
ちゃんぽんうどん 牛乳　小魚　豚モモ肉 醤油　鶏がら

ウインナー かまぼこ　ウインナー かつおだし

ブロッコリー
バナナ　　麦茶

※材料の入荷状況により内容を変更することがあります。あらかじめ、ご了承ください。
　☆３日は誕生会メニュー ♪10日はお別れバイキングです。♡は5歳児のリクエストメニューです。
□２６日は、祝い膳です。　〇２７日は、卒園式です。（５歳児クラスの皆さん、ご卒園おめでとうございます♡）

エネルギー たんぱく質 脂質

１～2歳児 467kcal 18.6g 14.1g

３～5歳児 ５８２kcal 23.3ｇ 18.0g

おひなさまロールケーキ

じゃがいも　 長ねぎ　白菜　ブロッコリー

＜今月の平均栄養素量＞

31 水
牛乳 ♡ポテトフライ

ゆでうどん　ごま油　 人参　玉ねぎ　もやし

30 火
牛乳 ♡ヨーグルトケーキ

精白米　クラッカー　バター 切干大根　人参　しいたけ

いちごジャム いんげん　こまつな　かぶ

小魚 麦茶

小魚 牛乳
バナナ　

デコポン　レモン

29 月

牛乳 ♡ピザ
精白米　片栗粉　ごま 長ねぎ　人参　ほうれん草

□
26

金

牛乳
精白米　パン粉　薄力粉 白菜　人参　もやし

ゼリー　チョコ 玉ねぎ　いちご　みかん

小魚 ♡りんごジュース

ピザクラスト もやし　コーン　きゃべつ

小魚

せんべい　シュークリーム

食パン　バター　パン粉 コーン　りんご

りんご

24 水

牛乳 シュガートースト
精白米　ごま油　片栗粉 長ねぎ　生姜　もやし

17 水

牛乳 りんごケーキ
ごま　薄力粉　バター しょうが　大根　きゅうり

精白米　ベーキングパウダー 人参　みかん　玉ねぎ

小魚 牛乳

サラダ油　さつまいも 人参　きゅうり

小魚 牛乳

１３
・
〇

２７

土

牛乳 スティックパン
精白米　春雨　ごま油 人参　玉ねぎ　小ねぎ

12 金

牛乳 スイートポテト
精白米　さつまいも 生姜　ブロッコリー

人参　コーン　にら　いちご

小魚 牛乳

スティックパン きゅうり　コーン　

小魚 牛乳
ほうれん草　

バター　ホワイトソース もやし　人参　しめじ

小魚 麦茶
かぼちゃ　長ねぎ　バナナ

玉ねぎ　ホールトマト

アイス　ゼリー

バナナ　きゃべつ

精白米 いんげん　デコポン

１１
・

２５
木

牛乳 ドリア
米粉ロールパン　精白米 オレンジジュース　チンゲン菜

♪
10

水

牛乳 ゼリー
精白米　片栗粉　パン粉　小麦粉 しょうが　にら　もやし　きゃべつ

ごま　じゃがいも　さつまいも 人参　ブロッコリー　玉ねぎ

小魚 麦茶

９
・

２３
火

牛乳 洋風お好み焼き
ゆでうどん　ごま油　 人参　大根　長ねぎ　ごぼう

８
・

２２
月

牛乳
食パン　バター　パン粉 玉ねぎ　えのきたけ　しめじ

春雨　ごま　ごま油 きゅうり　人参　白菜

小魚 麦茶

天ぷら粉　お好み焼き粉 しめじ　ほうれん草

小魚 牛乳

いちご　玉ねぎ　ほうれん草

みかん　キウイ　オレンジ

6 土

牛乳 クリームパン
精白米　パン粉 人参　しょうが　白菜

５
・

１９
金

牛乳
精白米　ごま油 ほうれん草　人参　もやし

なめこ　玉ねぎ　りんご

小魚

ごま　クリームパン しめじ　ほうれん草

小魚 牛乳
もやし　いちご

４
・
18

木

牛乳 ジャムサンド
スパゲッティ　バター ほうれん草　玉ねぎ　しめじ

じゃがいも　食パン

☆
3

水

牛乳
精白米　ミニオンポテト ごぼう　人参　しいたけ

ロールケーキ　クッキー しょうが　ブロッコリー

小魚 麦茶
チョコレート

コーン　人参　きゅうり

小魚 牛乳
いちごジャム きゃべつ　バナナ

調味料

1
・

１５
月

牛乳 いなりずし
黒糖ロール　じゃがいも ほうれん草　人参　玉ねぎ

もやし　しめじ　きゃべつ

小魚 麦茶
チンゲン菜　りんご　大根

　　令和2年度　３月　　献立表　　　　氷川保育園　　（幼児）

日 曜
献　立　名

血や肉になるもの 熱や力となるもの 体の調子を整えるもの

２
・

１６
火

牛乳
精白米　じゃがいも　 玉ねぎ　人参　きゃべつ

甘食（2日） きゅうり　小松菜　かぶ

小魚 牛乳
薄力粉　バター　粉糖（16日） 清見オレンジ

１年も終わりに近づきました。今年度は、例年と違って、制限の多い年でありましたが、その中でも、

子どもたちは苦手なものでも頑張って食べたり、食べる準備、後片付け、食事マナー等、さまざまな事

が出来るようになりました。たくましさと頼もしさが備わってきたように感じる今日、このごろです。

子どもたちが生涯にわたって充実した食生活をおくれるように、私たちは力を合わせてきましたが、

悩むことも多い1年でした。もっと、してあげられることがあるのではないか、保護者様も気になるこ

とが多々あったのではないかと思われますが、心にしまって、ご協力をいただき、本当にありがとうご

ざいました。来年度は、より良くなったと感じていただけるように努力したいと思います。

来年度もどうぞよろしくお願いいたします。

ご卒園おめでとうございます♪




