
ごはん ごはん サンドイッチ ごはん 野菜とわかめのきつねうどん ごはん ビーフカレー ふりかけごはん 炊き込みご飯 マーボー丼 和風スパゲティー ライス ごはん パン

コロッケ 赤魚の煮付け 春野菜のソテー 回鍋肉 鮭おにぎり ポークソテー とんかつ レバニラ 焼きししゃも 小松菜のツナ和え わかめとコーンのスープ チーズハンバーグ 鮭のムニエル クリームシチュー

千切りキャベツ だしまきたまご ナポリタン 春雨サラダ 水菜サラダ スティックサラダ チーズ巻き 五目豆 人参のごま酢和え スパゲティーサラダ 南瓜ソテー ブロッコリーとエビのサラダ

ミニトマト 切り干し大根と青菜のごま和え ポトフ パイナップル缶 人参のグラッセ 福神漬け もも 白菜の浅漬け 中華風卵スープ 人参と玉ねぎのコンソメスープ コールスローサラダ みかん

えのきと油揚げのみそ汁 豆腐とわかめのみそ汁 カルピス わかめと玉ねぎのスープ じゃがいもと玉ねぎのみそ汁 中華風卵スープ 厚揚げと小松菜のみそ汁 誕生日ケーキ たっぷり野菜のオニオンスープ

精白米 精白米 食パン 精白米 ゆでうどん 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 マカロニ・スパゲティ 精白米 精白米 強力粉
栄養強化米 栄養強化米 プレスハム 栄養強化米 にんじん 栄養強化米 栄養強化米 ふりかけ 鶏もも 栄養強化米 ベーコン 栄養強化米 栄養強化米 薄力粉
じゃがいも アカウオ 鶏卵 ぶたもも 乾しいたけ ぶたロース 牛もも 栄養強化米 にんじん ぶたひき肉 ほうれんそう ぶたひき肉 べにざけ 砂糖
ぶたひき肉 しょうが きゅうり にんにく 油揚げ 食塩 調合油 鶏肝臓 ぶなしめじ 清酒 ぶなしめじ 牛ひき肉 食塩 食塩
たまねぎ 清酒 マヨネーズ 調合油 かつお・昆布だし こしょう 清酒 にんにく 濃口しょうゆ 木綿豆腐 たまねぎ たまねぎ こしょう 有塩マーガリン
調合油 濃口しょうゆ キャベツ 食塩 濃口しょうゆ 調合油 じゃがいも おろししょうが 清酒 にんじん 調合油 木綿豆腐 薄力粉 脱脂粉乳
食塩 砂糖 にんじん こしょう 砂糖 薄力粉 たまねぎ 清酒 みりん風調味料 たまねぎ めんつゆ 普通牛乳 有塩マーガリン ドライイースト
こしょう みりん風調味料 アスパラガス キャベツ 乾わかめ たまねぎ にんじん 濃口しょうゆ ししゃも生干し 生しいたけ 食塩 ダイスカットチーズ パセリ 若鶏もも
薄力粉 鶏卵 ブイヨン たまねぎ 青ねぎ 清酒 グリンピース 片栗粉 大豆水煮缶詰 青ねぎ こしょう 生パン粉 くりかぼちゃ 調合油
鶏卵 かつお・昆布だし 食塩 赤ピーマン かつお・昆布だし しょうが カレールウ ごま油 にんじん テンメンジャン たまねぎ 食塩 食塩 清酒
生パン粉 めんつゆ こしょう 長ねぎ 薄口しょうゆ にんにく ぶたロース にら こんにゃく 濃口しょうゆ コーン こしょう キャベツ じゃがいも
調合油 切干しだいこん 有塩マーガリン テンメンジャン みりん風調味料 砂糖 鶏卵 りょくとうもやし ごぼう 片栗粉 乾わかめ トマトケチャップ きゅうり たまねぎ
キャベツ かつお節 マカロニ・スパゲティ トウバンジャン 食塩 濃口しょうゆ 薄力粉 キャベツ まこんぶ 中華だし 中華だし マカロニ・スパゲティ コーン にんじん
ミニトマト チンゲンサイ ベーコン 濃口しょうゆ 精白米 みりん風調味料 パン粉 赤ピーマン 砂糖 こまつな 薄口しょうゆ キャベツ プレスハム ほうれんそう
えのきたけ にんじん たまねぎ 中華だし 栄養強化米 水 調合油 オイスターソース みりん風調味料 ツナフレーク 食塩 コーン マヨネーズ クリームシチュールウ
油揚げ 砂糖 青ピーマン はるさめ 鮭フレーク みずな 中濃ソース 砂糖 濃口しょうゆ 濃口しょうゆ こしょう マヨネーズ 食塩 普通牛乳
たまねぎ 濃口しょうゆ 調合油 きゅうり いりごま だいこん きゅうり みりん風調味料 かつお・昆布だし かつお・昆布だし 食塩 こしょう ブロッコリー
にんじん いりごま トマトケチャップ にんじん ツナフレーク だいこん 薄口しょうゆ はくさい にんじん こしょう たまねぎ むきえび
かつお・昆布だし 絹ごし豆腐 食塩 プレスハム かつお節 マヨネーズ 中華だし 浅漬けの素 穀物酢 にんじん にんじん 鶏卵
淡色辛みそ 乾わかめ こしょう いりごま ぽん酢しょうゆ 福神漬 ロースハム 生揚げ 薄口しょうゆ たまねぎ コーン ミニトマト

たまねぎ じゃがいも 穀物酢 にんじん ナチュラルチーズ(ピザ用) こまつな みりん風調味料 黄ピーマン ぶなしめじ オリーブ油
青ねぎ キャベツ 濃口しょうゆ 砂糖 ぎょうざの皮 えのきたけ ごま油 ブイヨン ブイヨン マヨネーズ
淡色辛みそ たまねぎ 砂糖 有塩マーガリン 黄桃缶 たまねぎ いりごま 薄口しょうゆ 薄口しょうゆ パルメザンチーズ
かつお・昆布だし にんじん ごま油 じゃがいも 鶏卵 かつお・昆布だし 鶏卵 食塩 食塩 ポッカレモン

ウインナーソーセージ パインアップル缶詰 たまねぎ たまねぎ 淡色辛みそ たまねぎ こしょう こしょう みかん缶詰
ブイヨン 乾わかめ 青ねぎ 乾わかめ 乾わかめ 誕生日ケーキ
薄口しょうゆ たまねぎ かつお・昆布だし 中華だし 中華だし
食塩 絹ごし豆腐 淡色辛みそ 薄口しょうゆ 薄口しょうゆ
こしょう 中華だし 食塩 食塩
カルピス 薄口しょうゆ こしょう こしょう

食塩 片栗粉 片栗粉
こしょう

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ミルージュ 牛乳 ヨーグルト（いちご） 牛乳 牛乳 牛乳 ミルージュ 牛乳 牛乳 牛乳
フルーチェ レアチーズケーキ ちらし寿司 ポンカン くだもの ポンデケージョ 白玉豆腐のフルーツポンチ きなこクッキー りんご くだもの あんころもち カルピスゼリー バナナ

普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 ミルージュ 普通牛乳 ヨーグルト　いちご味 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 ミルージュ 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳
フルーチェ クリームチーズ 精白米 ぽんかん りんご 白玉粉 白玉粉 薄力粉 りんご りんご 白玉粉 カルピス バナナ
普通牛乳 プレーンヨーグルト 栄養強化米 パルメザンチーズ 木綿豆腐 きな粉 木綿豆腐 粉寒天

普通牛乳 乾しいたけ 普通牛乳 砂糖 三温糖 砂糖
砂糖 にんじん 鶏卵 バナナ 食塩 こしあん
ゼラチン れんこん フルーツミックス缶 普通牛乳
水 濃口しょうゆ 調合油
ポッカレモン みりん風調味料
ビスケット 砂糖
無塩バター 鶏卵

しばえび
蒸しあなご
なばな
さやいんげん

ひじきとツナの炊き込みご飯 ごはん ごはん ごはん ごはん 他人丼 塩焼きそば ごはん ごはん ごはん ごはん
筑前煮 鶏肉の唐揚げ 鶏肉の照り焼き 豚肉のトマト煮 さわらの塩焼き 小松菜のなめたけ和え 豆腐スープ 豚肉の生姜焼き 鶏肉の香草パン粉焼き エビチリ 鶏肉のさっぱり煮

きゅうりの酢の物 ブロッコリーのごまドレ和え 里芋の煮物 温野菜 かぼちゃの煮物 ちくわきゅうり 千切りキャベツ ごぼうサラダ 海藻サラダ 人参とごぼうのきんぴら
もも ウインナー ほうれん草の納豆和え 白菜の野菜スープ ほうれん草とわかめのポン酢和え けんちん汁 ひじきの酢の物 トマト 焼き厚揚げ チンゲン菜のおかか和え

豆腐とほうれん草のみそ汁 さつまいもと玉ねぎのみそ汁 人参とえのきのすまし汁 キャベツのみそ汁 かぼちゃと油揚げのみそ汁 レタススープ 鶏肉と人参の中華スープ じゃがいもと白菜のみそ汁
精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 中華めん 精白米 精白米 精白米 精白米
ツナフレーク 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 ぶたばら 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米
乾ひじき 若鶏もも 若鶏もも ぶたもも さわら ぶたもも キャベツ ぶたロース 鶏もも えび 鶏もも
にんじん からあげ粉 濃口しょうゆ じゃがいも 食塩 清酒 にんじん しょうが 食塩 かたくり粉 しょうが
めんつゆ 調合油 薄口しょうゆ にんじん くりかぼちゃ 鶏卵 たまねぎ たまねぎ こしょう たまねぎ おろしにんにく
鶏もも ブロッコリー みりん風調味料 たまねぎ かつお・昆布だし たまねぎ 青ねぎ 濃口しょうゆ パン粉 調合油 ぽん酢しょうゆ
調合油 ごまドレッシング 砂糖 大豆水煮缶詰 濃口しょうゆ グリンピース 調合油 みりん風調味料 バジル トマトケチャップ 薄口しょうゆ
清酒 ウインナーソーセージ さといも ブロッコリー 砂糖 かつお・昆布だし 中華だし 砂糖 調合油 トウバンジャン 砂糖
さといも さつまいも かつお・昆布だし 調合油 ほうれんそう 濃口しょうゆ 水 清酒 トマトケチャップ 中華だし 鶏卵
ごぼう たまねぎ 砂糖 ホールトマト カットわかめ 砂糖 食塩 キャベツ ウスターソース 砂糖 ごぼう
にんじん 青ねぎ 薄口しょうゆ トマトケチャップ にんじん みりん風調味料 こしょう にんじん ごぼう おろしにんにく にんじん
れんこん かつお・昆布だし みりん風調味料 薄口しょうゆ はくさい こまつな 絹ごし豆腐 乾ひじき トウミョウ みりん風調味料 濃口しょうゆ
こんにゃく 淡色辛みそ 清酒 砂糖 ぽん酢しょうゆ えのきたけ味付け瓶詰 コーン にんじん コーン 薄口しょうゆ 砂糖
乾しいたけ ほうれんそう ウスターソース キャベツ 焼き竹輪 チンゲンサイ ツナフレーク ツナフレーク 海藻ミックス みりん風調味料
さやいんげん 納豆 ブロッコリー トウミョウ きゅうり たまねぎ コーン いりごま だいこん ごま油
かつお・昆布だし たくあん漬 にんじん 油揚げ 木綿豆腐 中華だし 穀物酢 ごまドレッシング いりごま いりごま
しいたけだし いりごま じゃがいも たまねぎ だいこん 薄口しょうゆ 砂糖 食塩 薄口しょうゆ チンゲンサイ
砂糖 だししょうゆ ぶなしめじ かつお・昆布だし にんじん 食塩 食塩 こしょう 穀物酢 濃口しょうゆ
濃口しょうゆ にんじん マヨネーズ 淡色辛みそ ごぼう こしょう 薄口しょうゆ トマト 砂糖 かつお節
みりん風調味料 たまねぎ はくさい こんにゃく くりかぼちゃ レタス ごま油 かつお・昆布だし
きゅうり えのきたけ にんじん 青ねぎ たまねぎ じゃがいも かにかまぼこ じゃがいも
ツナフレーク 青ねぎ たまねぎ たまねぎ 油揚げ にんじん 生揚げ はくさい
乾わかめ かつお・昆布だし ブイヨン かつお・昆布だし かつお・昆布だし たまねぎ ぽん酢しょうゆ たまねぎ
穀物酢 薄口しょうゆ 薄口しょうゆ 薄口しょうゆ 淡色辛みそ ブイヨン 青ねぎ かつお・昆布だし
砂糖 みりん風調味料 食塩 食塩 薄口しょうゆ 鶏むね 淡色辛みそ
食塩 食塩 こしょう みりん風調味料 食塩 清酒
薄口しょうゆ こしょう 片栗粉
黄桃缶 にんじん
絹ごし豆腐 りょくとうもやし
ほうれんそう にら
たまねぎ 中華だし
かつお・昆布だし 薄口しょうゆ
淡色辛みそ 食塩

牛乳 フルーツヨーグルト 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ミルージュ 牛乳 牛乳 ミルクプリン ヨーグルト（いちご）
プリン オレンジケーキ たこ焼き風 ジャムサンド オレンジ くだもの スティックラスク バナナ

普通牛乳 プレーンヨーグルト 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 ミルージュ 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 ヨーグルト　いちご味
プリンの素 フルーツミックス缶 ホットケーキミックス 薄力粉 食パン オレンジ りんご 食パン バナナ ゼラチン
普通牛乳 砂糖 鶏卵 鶏卵 いちごジャム 有塩マーガリン 砂糖

有塩マーガリン ウインナーソーセージ 砂糖
砂糖 調合油
マーマレード 濃厚ソース

かつお節
あおのり

04(金) 05(土) 11(金) 12(土)

19（土）
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2022年  03月  献立表 みつばこども園

01(火) 02(水) 03(木) 14(月) 15(火) 16(水)

献立名

食品名

おやつ

07(月) 08(火) 09(水) 10(木)

28(月) 29(火) 30(水) 31(木)

食品名

17(木) 18(金) 22(火) 23(水) 24(木)

献立名

食品名

おやつ

食品名

25(金) 26(土)

リクエスト献立

1位

リクエスト献立

2位 リクエスト献立

3位

つばめ組さん

卒園おめでとうメニュー

3月に卒園を迎えるつばめ組さんに
給食のリクエストを投票形式で

行いました。結果をご紹介！

1位 からあげ

2位 カレーライス

3位 さかなのムニエル

3月はみつばこども園の人気メニュー

をたくさん取り入れています。

たのしみにしていてくださいね♪

みんなでモリモリ食べて大きくなろう！

エネルギー

(kcal)

たんぱく質

(g)

脂　肪

(g)

カルシウム

(mg)

鉄

(mg)

ビタミンＡ

(μg)

ビタミンＢ1

(mg)

ビタミンＢ2

(mg)

ビタミンＣ

(mg)

食物繊維

(g)

食塩相当量

(g)

435 17.2 14.3 186 2.3 252 0.46 0.31 21 3.9 1.8

今月の栄養給与量　★以上児★

エネルギー

(kcal)

たんぱく質

(g)

脂　肪

(g)

カルシウム

(mg)

鉄

(mg)

ビタミンＡ

(μg)

ビタミンＢ1

(mg)

ビタミンＢ2

(mg)

ビタミンＣ

(mg)

食物繊維

(g)

食塩相当量

(g)

376 15.0 12.8 176 2.0 219 0.39 0.28 18 3.4 1.6

今月の栄養給与量　★未満児★


