
エネルギー

たんぱく質

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
　脂質／塩分
 (  )は未満児

518.3(424.2)

1 19.9(17.7)

水 14.2(13.6)

1.8(1.4)

593.5(469.8)

2 25.3(20.6)

木 17.6(15.8)

1.6(1.2)

587.5(470.8)

3 30.4(24.8)

金 15.5(14.4)

1.8(1.4)

604.2(485.2)

6 21.5(18.0)

月 20.8(18.2)

1.6(1.2)

500.1(427.9)

7 19.2(17.7)

火 14.7(14.9)

1.9(1.6)

507.8(419.3)

8 20.0(17.6)

水 12.7(12.8)

1.9(1.6)

574.9(471.2)

9 21.7(18.8)

木 17.1(16.0)

1.9(1.5)

600.0(497.3)

10 17.7(15.6)

金 18.1(16.2)

0.8(0.6)

593.2(503.0)

13 19.2(17.5)

月 18.0(16.9)

1.5(1.3)

562.2(447.2)

14 23.9(19.9)

火 14.3(13.2)

2.2(1.7)

551.0(447.2)

15 24.8(20.4)

水 25.0(21.6)

1.9(1.5)

585.7(500.1)

16 27.1(24.0)

木 15.8(16.0)

1.8(1.5)

561.4(461.5)

17 21.3(18.8)

金 15.1(14.6)

2.1(1.7)

567.8(467.5)

20 24.2(21.0)

月 19.1(17.4)

1.8(1.5)

552.9(451.2)

22 27.3(22.7)

水 14.6(14.3)

1.8(1.5)

489.1(394.8)

23 16.7(14.6)

木 11.3(11.1)

1.7(1.3)

547.5(446.3)

24 21.4(18.5)

金 15.6(14.7)

2.1(1.7)

591.4(469.1)

27 32.7(25.9)

月 14.8(13.8)

1.5(1.2)

624.6(493.0)

28 23.8(20.1)

火 14.9(13.8)

2.4(1.8)

646.4(517.8)

29 32.0(25.7)

水 21.9(19.3)

2.1(1.6)

587.8(465.4)

30 27.0(21.7)

木 18.1(15.9)

1.7(1.3)

644.0(558.9)

31 28.5(24.9)

金 23.1(21.7)

2.0(1.6)

エネルギー 583(495)

たんぱく質 23.3(19.8)

脂質 16.2(13.7)

塩分相当量 1.6(1.5)

エネルギー 572(468)

たんぱく質 23.9(20.3)

脂質 16.9(15.7)

塩分相当量 1.8(1.4)

と答える子どもだちが多くいました♪今月はぞう組さんのリクエスト給食＆おやつを盛り込んだ献立にしています。

食べることでの成長はもちろん、正しい姿勢でお茶碗を持ったり、箸を使ったり、食事面でのマナーも身についてきました。

来年度も子どもたちから、嬉しい言葉が聞けるように、給食を食べることが園へ来る楽しみのひとつ☆と思って
もらえるような給食作りをしていきたいと思っています。

少しずつ春の日差しが感じられ日足も徐々に長くなり、春が近づいていることを感じます。
今年度も最後の月になりました。
この一年を振り返ると子どもたちは、苦手なものに挑戦したり、完食できるようになったり、食べる量が増えました。

ぞう組さんは、保育園での生活も残り１か月ですね。
平均給与所要量

楽しみにしていて下さい。卒園しても『保育園の給食おいしかったな～』そんなふうに思い出してもらえると嬉しいです。

先日、ぞう組さんに聞いたみんなで食べた給食は何が好きでしたか？の質問に『ちゃんぽんうどん・ラーメン！！』

幼児クラスさんでは『これどうやってつくったのー？』の声が度々聞こえ、食に興味を持つ姿が印象的でした。

麦入りごはん　カレイの揚げおろし煮
炒り豆腐　里芋のみそ汁

バナナ

米、○焼ふ、さといも、○砂
糖、押麦、○バター、油、○
油、片栗粉、砂糖

牛乳
型抜きクッキー

ミートスパゲティー
ブロッコリーのチキンサラダ

野菜スープ　ジョア

マカロニ・スパゲティ、○小
麦粉、○無塩バター、○砂
糖、油、片栗粉、砂糖

○牛乳、◎牛乳、ヨーグルト
(加糖)、豚ひき肉、鶏ささ
身、脱脂粉乳、粉チーズ

たまねぎ、にんじん、ブロッコ
リー、キャベツ、トマトピュー
レ、さやえんどう、コーン缶、に
んにく

ケチャップ、ウスターソー
ス、ワイン（赤）、食塩、
酢、洋風だしの素

ごはん　松風焼き
白菜とほうれん草の甘酢和え

納豆汁　いよかん

米、○食パン、○砂糖、片栗
粉、砂糖

○牛乳、◎牛乳、鶏ひき肉、
○卵、木綿豆腐、挽きわり納
豆、米みそ（淡色辛みそ）

いよかん、はくさい、かぼちゃ、
だいこん、ほうれんそう、にんじ
ん、たまねぎ、ねぎ、ごま、あお
のり、焼きのり

かつお・昆布だし汁、酢、
酒、みりん、食塩

牛乳
パンプティング

○牛乳、◎牛乳、木綿豆腐、
かれい、卵、鶏ひき肉、米み
そ（淡色辛みそ）、あさり水
煮缶、油揚げ

バナナ、だいこん、たまねぎ、に
んじん、ほうれんそう、干ししい
たけ、カットわかめ、しょうが

かつお・昆布だし汁、しょ
うゆ、みりん、酒

牛乳
お麩ラスク

牛乳
じゃが芋の
チーズ焼き

ココアミルク
豆腐の

ホットケーキ

バナナ、ほうれんそう、たまね
ぎ、かぼちゃ、にんじん、コーン
缶、○コーン缶、しめじ、ピーマ
ン

ケチャップ、酒、洋風だし
の素、食塩、○パセリ粉、
パセリ粉、○食塩、○こ
しょう、こしょう

かつお・昆布だし汁、しょ
うゆ、酒、酢、中華だしの
素

カレーうどん
もやしのごま酢あえ

焼きいも

ゆでうどん、さつまいも、○
米、片栗粉、砂糖

にんじんライス　鶏肉のピカタ
ほうれん草とコーンのソテー
かぼちゃのスープ　バナナ

○じゃがいも、米、コーンフ
レーク、油、○バター、小麦
粉

○牛乳、◎牛乳、鶏むね肉、
卵、○チーズ、粉チーズ、脱
脂粉乳

牛乳

牛乳

ごはん　ピーマンのカラフル焼き
小松菜の和風和え　わかめのみそ汁

バナナ
米、片栗粉、焼ふ、油、砂糖

○牛乳、◎牛乳、木綿豆腐、
豚ひき肉、米みそ（淡色辛み
そ）、ツナ水煮缶

バナナ、たまねぎ、ブロッコ
リー、赤ピーマン、黄ピーマン、
にんじん、○ブルーベリージャ
ム、ピーマン、ごま、カットわか
め

ごはん　鶏肉とたまごの煮物
焼きビーフン

なめこと大根みそ汁　りんご

米、ビーフン、○ホットケー
キ粉、○砂糖、砂糖、油、ご
ま油

○牛乳、◎牛乳、鶏もも肉、
うずら卵水煮缶、○絹ごし豆
腐、○卵、米みそ（淡色辛み
そ）

だいこん、りんご、たまねぎ、に
んじん、ごぼう、ピーマン、なめ
こ、干ししいたけ、にんにく、
しょうが

ケチャップライス
ハニースパイシーチキン

小松菜のサラダ クリームコーンスープ

米、じゃがいも、○小麦粉、
マヨネーズ、○油、○砂糖、
はちみつ、油

○牛乳、◎牛乳、牛乳、鶏も
も肉、○豆乳、鶏ひき肉、
ベーコン、脱脂粉乳

かつお・昆布だし汁、ケ
チャップ、しょうゆ、酢、
食塩、こしょう

牛乳
クラッカー

サンド
牛乳

○牛乳、◎牛乳、豚肉(肩
ロース)、油揚げ、ちくわ、
○しらす干し

もやし、たまねぎ、にんじん、し
めじ、ねぎ、こまつな、ごま、○
塩こんぶ

かつお・昆布だし汁、しょ
うゆ、みりん、酢、食塩、
カレー粉

牛乳
じゃこ昆布
おにぎり

麦入りごはん　鮭のみそチーズ焼き
がんもと切り昆布の煮物

小松菜とえのきのすまし汁  バナナ

米、○マカロニ・スパゲ
ティ、○砂糖、押麦、砂糖

○牛乳、◎牛乳、さけ、がん
もどき、○きな粉、チーズ、
米みそ（淡色辛みそ）

バナナ、にんじん、はくさい、ほ
うれんそう、えのきたけ、いんげ
ん、刻みこんぶ、万能ねぎ、しょ
うが

かつおだし汁、しょうゆ、
みりん、酒、食塩、○食塩

牛乳
マカロニ
きな粉

たまねぎ、こまつな、にんじん、
クリームコーン缶、○かぼちゃ、
もやし、ブロッコリー、ピーマ
ン、ごま、にんにく

ケチャップ、しょうゆ、食
塩、カレー粉

牛乳
かみかみ
クッキー

○牛乳、◎牛乳、ヨーグルト
(加糖)、挽きわり納豆、鶏ひ
き肉、○豆乳、豚肉(肩ロー
ス)、米みそ（淡色辛み
そ）、油揚げ

ほうれんそう、だいこん、もや
し、にんじん、ねぎ、こまつな、
○みかん缶、板こんにゃく、ごぼ
う、ごま

かつおだし汁、酒、しょう
ゆ、食塩

牛乳
米粉の

クレープ

牛乳
かぼちゃ
蒸しパン

牛乳
ウインナーパイ

納豆とりそぼろ
ほうれん草のナムル　豚汁

ヨーグルト

米、○米粉、○砂糖、ごま
油、油

ゆかりごはん　筑前煮
小松菜とささみの酢和え

玉ねぎと麩のみそ汁　バナナ

米、さといも、○小麦粉、○
無塩バター、○砂糖、押麦、
○コーンフレーク、砂糖、焼
ふ、ごま油

米、砂糖

○牛乳、◎牛乳、さば、木綿
豆腐、○ウインナーソーセー
ジ、米みそ（淡色辛みそ）、
豚肉(肩ロース)、○卵(黄)

牛乳

バナナ、きゅうり、キャベツ、た
まねぎ、にんじん、もやし、こま
つな、ねぎ、塩こんぶ、○ごま、
干ししいたけ、しょうが

しょうゆ、酒、○酒、中華
だしの素、食塩、○食塩

牛乳

オレンジ、キャベツ、ほうれんそ
う、ねぎ、にんじん、ごま、レモ
ン果汁、ひじき、しょうが

かつお・昆布だし汁、みり
ん、酒、しょうゆ、食塩、
○パセリ粉

○牛乳、◎牛乳、鶏もも肉、
鶏ささ身、米みそ（淡色辛み
そ）、○卵

バナナ、こまつな、にんじん、た
まねぎ、れんこん、ごぼう、さや
えんどう、ごま、万能ねぎ、干し
しいたけ

かつお・昆布だし汁、かつ
おだし汁、しょうゆ、酢、
酒

牛乳
さつま芋
おにぎり

ごはん　さばの味噌レモン煮
ほうれん草とひじきの白和え

豚肉とキャベツのみそ汁　オレンジ

米、○小麦粉、○砂糖、砂
糖、○油、油、ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚肉(肩
ロース)、○卵

はくさい、たまねぎ、りんご、に
んじん、チンゲンサイ、えのきた
け、ピーマン、○干しぶどう、す
りごま、しょうが

酢、しょうゆ、オイスター
ソース、酒、中華だしの
素、食塩

ココアミルク
レーズン
蒸しパン

ちゃんぽんうどん　真珠蒸し
きゅうりの昆布あえ　バナナ

おやつ☆ぞう組さんお楽しみおやつ

ゆでうどん、○米、もち米、
○さつまいも、片栗粉、ごま
油

○牛乳、◎牛乳、豚ひき肉、
豚肉(肩)、くるまえび、なる
と、脱脂粉乳

ドライカレーライス
切干大根のサラダ

さつま芋のオレンジ煮

米、さつまいも、○小麦粉、
砂糖、油、○無塩バター、米
粉、○砂糖

○牛乳、◎牛乳、豚ひき肉、
○豆乳、ツナ油漬缶

たまねぎ、○バナナ、にんじん、
きゅうり、オレンジ濃縮果汁、○
ほうれんそう、ピーマン、切り干
しだいこん、干しぶどう、にんに
く、しょうが

ケチャップ、酢、洋風だし
の素、食塩、カレー粉

麦茶
豆乳もち
せんべい

食パン　スペイン風オムレツ
ゆで野菜　マカロニスープ

バナナ

食パン、○米、じゃがいも、
サラダ用スパゲティ、油、○
油

○牛乳、◎牛乳、卵、○鶏ひ
き肉、ベーコン、ウインナー
ソーセージ、脱脂粉乳、○油
揚げ

バナナ、キャベツ、トマト、たま
ねぎ、いちごジャム、ブロッコ
リー、ほうれんそう、にんじん、
○にんじん、エリンギ、○切り干
しだいこん

○かつおだし汁、ケチャッ
プ、○みりん、○しょう
ゆ、洋風だしの素、○酒、
食塩

牛乳
ポパイケーキ

米、○小麦粉、はるさめ、○
砂糖、砂糖、○油、ごま油、
片栗粉

牛乳
混ぜごはん

ごはん　和風ミートローフ
マカロニタサラダ
かぼちゃのみそ汁

米、○片栗粉、マカロニ・ス
パゲティ、○砂糖、パン粉、
マヨネーズ

◎牛乳、○豆乳、木綿豆腐、
鶏ひき肉、豚ひき肉、卵、米
みそ（淡色辛みそ）、○きな
粉、ハム、油揚げ、脱脂粉乳

たまねぎ、かぼちゃ、きゅうり、
ねぎ、にんじん、ひじき

煮干だし汁、ケチャップ、
ウスターソース、食塩、ナ
ツメグ

ごはん　豚肉のすき焼き風煮物
小松菜の和風和え　わかめのみそ汁

りんご
米、○砂糖、砂糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉(肩
ロース)、焼き豆腐、米みそ
（淡色辛みそ）、ちくわ、○
ゼラチン

はくさい、りんご、○みかん缶、
こまつな、にんじん、たまねぎ、
○もも缶（白桃）、しらたき、え
のきたけ、○いちご、ねぎ、ご
ま、カットわかめ、干ししいたけ

かつお・昆布だし汁、しょ
うゆ、酢、みりん

牛乳
フルーツゼリー

ビスケット

○牛乳、◎牛乳、生揚げ、豚
肉(肩ロース)、○卵、卵、米
みそ（淡色辛みそ）

オレンジ、きゅうり、たまねぎ、
キャベツ、ねぎ、にんじん、○に
んじん、にら、ピーマン、コーン
缶、○干しぶどう、干ししいた
け、にんにく、しょうが

酢、しょうゆ、酒、食塩、
中華だしの素、○食塩、こ
しょう

牛乳
にんじんケーキ

牛乳
きな粉ごはん

ちらし寿司　鶏の海苔焼き
麩のすまし汁　野菜ジュース

米、○砂糖、砂糖、片栗粉、
油、焼ふ

○牛乳、◎牛乳、鶏もも肉、
卵、鶏ひき肉、くるまえび、
○ゼラチン、さくらでんぶ

野菜ミックスジュース、○いち
ご、えのきたけ、ねぎ、にんじ
ん、ほうれんそう、えだまめ（冷
凍）、焼きのり、にんにく、しょ
うが

かつお・昆布だし汁、しょ
うゆ、みりん、食塩

牛乳
ミルクゼリー

ハッピーターン

ゆかりごはん　鮭のサラマヨ焼き
大根と豚肉の煮物

厚揚げと白菜のみそ汁　バナナ

米、○米、○もち米、押麦、
○砂糖、マヨネーズ、油

○牛乳、◎牛乳、さけ、豚肉
(ばら)、生揚げ、卵、米みそ
（淡色辛みそ）、○きな粉、
粉チーズ

バナナ、だいこん、はくさい、に
んじん、ほうれんそう、えのきた
け、ごま

かつお・昆布だし汁、酒、
みりん、しょうゆ、食塩、
○食塩

牛乳

牛乳

ごはん　鶏とレンコンのから揚げ
ボイルブロッコリー　ポテトサラダ

野菜のみそ汁

○さつまいも、米、じゃがい
も、油、片栗粉、マヨネーズ

牛乳、◎牛乳、鶏もも肉、米
みそ（淡色辛みそ）、ハム

きゅうり、れんこん、ブロッコ
リー、だいこん、ねぎ、にんじ
ん、なめこ、こまつな、コーン
缶、しょうが、にんにく

煮干だし汁、しょうゆ、
酒、食塩

牛乳
焼きいも

牛乳

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

3時おやつ10時おやつ

2023年3月

牛乳

牛乳

牛乳

牛乳

牛乳

牛乳

牛乳

ごはん　厚揚げのみそ炒め
はるさめサラダ　中華スープ

オレンジ

ごはん　豚肉のしょうが焼き
白菜のごま酢あえ　中華スープ

りんご

幼児食　ゆいのひ保育園
献    　  立      　表

牛乳

牛乳

牛乳

給与栄養目標量

牛乳

牛乳

牛乳

牛乳


