
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
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　　☆　一日あたりの平均給与量　☆
　 　　　　　エﾈﾙｷﾞ‐   ﾀﾝﾊﾟｸ質      脂質   ｶﾙｼｳﾑ      鉄 　     ﾋﾞﾀﾐﾝＡ　    ﾋﾞﾀﾐﾝB1　  ﾋﾞﾀﾐﾝB2    ﾋﾞﾀﾐﾝC　

　　3歳未満児 　 464kcal   18.0g    15.5g  211mg  1.9mg  179μｇ  0.32mg   0.36mg  35mg

　　カミカミメニュー 　

　　◎朝おやつの野菜スティックは、　3種類の中から自分で選びます。
　　◎献立は仕入れの都合で変更することがあります。

野菜スティック
豆乳

【誕生会・お祝い給食】
ケチャップライス、ハムカツ、
ブロッコリーサラダ、コンソメスープ、デコポン

ブロッコリー、デコポン、たまねぎ、キャベツ、に
んじん、黄ピーマン、○いちごジャム、ピーマ
ン、◎赤ピーマン、◎だいこん、◎きゅうり、○い
ちご

【誕生会・お祝いおやつ】
誕生ケーキ
牛乳

黒糖クッキー
グレープフルーツ
牛乳

○牛乳、◎牛乳、牛乳、○バター、
ハム、チーズ、バター

○グレープフルーツ、グリーンアスパラガス、ク
リームコーン缶、バナナ、オレンジ、コーン缶、
たまねぎ、にんじん、◎ピーマン、◎にんじん、
◎だいこん

○牛乳、◎牛乳、生揚げ、豚ひき
肉、米みそ（淡色辛みそ）

◎バナナ、いちご、○オレンジ、にんじん、なば
な、たまねぎ、だいこん、ねぎ、なめこ、しめじ

米、片栗粉、ごま、油、○粉
糖

こんぶごはん
麦茶

米、○ホットケーキ粉、小麦
粉、パン粉、○砂糖、○油、
油、フレンチドレッシング

野菜スティック
豆乳

御飯、鶏肉のねぎソースがけ、
いんげんのツナあえ、
大根の煮物、みそ汁（もやし・わかめ）

米、砂糖、○油 ○牛乳、鶏もも肉、生揚げ、ツナ油
漬缶、米みそ（淡色辛みそ）、◎調製
豆乳

○牛乳、ハム、鶏ひき肉、○生クリー
ム、とろけるチーズ、◎調製豆乳

野菜スティック
牛乳

バナナ
牛乳

御飯、厚揚げの炒め物、なばなのごま和え、
みそ汁（だいこん・なめこ）、いちご

野菜スティック
豆乳

◎牛乳、あじ、○ヨーグルト(無糖)、
豚肉(肩)、○バター、米みそ（淡色辛
みそ）

○オレンジ、だいこん、もやし、いんげん、にん
じん、○とうもろこし、ねぎ、◎黄ピーマン、◎に
んじん、◎きゅうり、カットわかめ

ポップコーン
オレンジ
牛乳

バナナ
牛乳

【ひなまつり給食】
ちらし寿司、さわらのみそ照り焼き、
なばなのごま和え、すまし汁（麩・みつば）、
デコポン

米、○小麦粉、砂糖、○砂
糖、焼ふ、○油、ごま

○牛乳、◎牛乳、さわら、米みそ（淡
色辛みそ）、油揚げ、でんぶ、○こし
あん（生）

こんぶ（だし用）、◎バナナ、○いちご、デコポ
ン、なばな、にんじん、だいこん（たくあん）、み
つば、さやえんどう、しいたけ、しょうが

桜蒸しパン
いちご
牛乳

ぱりんこ
麦茶

けんちんうどん、かぼちゃの甘煮、
小松菜のおかかあえ、バナナ、牛乳

野菜スティック
牛乳

生中華めん、○米、油、小麦
粉、ごま油、砂糖、○ごま

◎牛乳、ちくわ、豚肉(肩ロース)、牛
乳、ハム

◎オレンジ、パイナップル、もやし、キャベツ、
きゅうり、たまねぎ、にんじん、○こんぶ佃煮、
あおのり

オレンジ
牛乳

鶏そぼろご飯
麦茶

シュガーパイ
オレンジ
牛乳

ゆでうどん、○米、さといも、
○砂糖、砂糖

牛乳、鶏もも肉、○鶏ひき肉、かつお
節

バナナ、かぼちゃ、こまつな、だいこん、にんじ
ん、ねぎ、コーン缶、○あおのり

ヨーグルトマフィン
バナナ
麦茶

◎牛乳、豚肉(ばら)、かつお節、○か
つお節

◎オレンジ、パイナップル、きゅうり、たまねぎ、
キャベツ、もやし、にんじん、えのきたけ、しいた
け、うめ干し、カットわかめ

米、じゃがいも、マヨネーズ、
小麦粉、油、砂糖

◎牛乳、ヨーグルト(加糖)、豚肉(肩
ロース)、牛乳、ハム、バター

グレープフルーツ、キャベツ、たまねぎ、にんじ
ん、だいこん、きゅうり、○たまねぎ、ピーマン、
コーン缶、◎赤ピーマン、◎だいこん、◎セロ
リ、○干ししいたけ、○しょうが

ナポリタン、じゃがいもガレット、
コロコロサラダ、キャベツスープ、
グレープフルーツ

ほうれんそう、にんじん、グレープフルーツ、い
ちご、たまねぎ、だいこん、ごぼう、◎ピーマン、
◎にんじん、◎だいこん、焼きのり、○バナナ

御飯、あじの塩焼き、
ほうれん草の磯あえ、豚汁（非常食）、
選べる果物（いちご・グレープフルーツ）

米、○小麦粉、板こんにゃく、
じゃがいも、○砂糖

○牛乳、鶏もも肉、生揚げ、ツナ油
漬缶、米みそ（淡色辛みそ）、◎調製
豆乳

○オレンジ、だいこん、もやし、いんげん、にん
じん、○とうもろこし、ねぎ、◎黄ピーマン、◎に
んじん、◎きゅうり、カットわかめ

御飯、鶏肉のねぎソースがけ、
いんげんのツナあえ、大根の煮物、
みそ汁（もやし・わかめ）

米、砂糖、○油

ちゃんぽんラーメン、ちくわ磯辺揚げ、
きゅうりの中華風サラダ、パイナップル

日付 昼食
　　　　　　　　　　　材         料        名

○牛乳、◎牛乳、米みそ（淡色辛み
そ）、凍り豆腐、油揚げ

野菜スティック
豆乳

○豚ひき肉、ウインナーソーセージ、
とろけるチーズ、◎調製豆乳

10時おやつ 3時おやつ

オレンジ
牛乳

ホットケーキ（ブルーベリー
ジャム）
牛乳

【精進料理】
御飯、高野豆腐の唐揚げ、
ブロッコリーの胡麻酢和え、
具だくさん汁、いちご

米、○ホットケーキ粉、さとい
も、片栗粉、油、ごま、○砂
糖、砂糖

(◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

◎オレンジ、いちご、だいこん、ブロッコリー、に
んじん、きゅうり、○ブルーベリージャム、ごぼう

野菜ジュース 黒糖クッキー
グレープフルーツ
牛乳

【お弁当給食】
おにぎり（わかめ・鮭）、鶏のから揚げ、
アスパラサラダ、コーンのお焼き、オレンジ

○小麦粉、小麦粉、片栗粉、
○黒砂糖、油、フレンチドレッ
シング、米

○牛乳、鶏もも肉、○バター、さけ
（塩）

◎野菜ミックスジュース、○グレープフルーツ、
オレンジ、グリーンアスパラガス、コーン缶、に
んじん、しょうが

真珠蒸し
教育昆布
麦茶

スパゲティ、じゃがいも、○も
ち米、フレンチドレッシング、
○片栗粉、油、片栗粉、○ご
ま油

野菜スティック
牛乳

【非常食・おやつ】
クラッカー（非常食）
麦茶

ポップコーン
オレンジ
牛乳

ぱりんこ
麦茶

ハムチーズトースト
パイン缶
牛乳

○牛乳、牛乳、ツナ油漬缶、ハム、
○とろけるチーズ、○ハム、○バター

バナナ、○パイン缶、トマト、だいこん、きゅう
り、にんじん、しめじ、たまねぎ、焼きのり

ツナスパゲティー、トマトのサラダ、
コロコロスープ、バナナ、牛乳

スパゲティ、○食パン、フレン
チドレッシング

カレーライス、オーロラサラダ、
野菜スープ、ヨーグルト

野菜スティック
牛乳

ポテトチップ
いちご
牛乳

○牛乳、◎牛乳、かじき、鶏もも肉、
米みそ（淡色辛みそ）

オレンジ、○いちご、かぶ、にんじん、しめじ、ご
ぼう、かぶ・葉、えのきたけ、◎きゅうり、ねぎ、
◎にんじん、◎だいこん、いんげん、塩こんぶ、
干ししいたけ

にんじん、たまねぎ、ホールトマト缶詰、きゅう
り、りんご、チンゲンサイ、にんにく、しょうが、◎
にんじん、◎だいこん、◎セロリ

オレンジ
牛乳

焼きおにぎり
小魚
麦茶

五目御飯、かじきのみそ焼き、
かぶの塩昆布あえ、すまし汁（きのこ）
オレンジ

米、○じゃがいも、○油、板こ
んにゃく、砂糖、油

あんかけ焼きそば、きゅうりの土佐あえ、
中華スープ、パイナップル

生中華めん、○米、片栗粉、
○ごま油、砂糖、ごま油

春分の日

サンドイッチ、フライドポテト、アスパラサラ
ダ、
コーンクリームスープ、
選べる果物（バナナ・オレンジ）

食パン、フライドポテト、○小
麦粉、○黒砂糖、フレンチド
レッシング、油

ぱりんこ
麦茶

けんちんうどん、かぼちゃの甘煮、
小松菜のおかかあえ、バナナ、牛乳

ゆでうどん、○米、さといも、
○砂糖、砂糖

牛乳、鶏もも肉、○鶏ひき肉、かつお
節

令和４年  ３月　昼食献立表　

みそ煮込みうどん
麦茶

バナナ
牛乳

オレンジ
牛乳

こんぶごはん
麦茶

ちゃんぽんラーメン、ちくわ磯辺揚げ、
きゅうりの中華風サラダ、パイナップル

◎牛乳、豚ひき肉、豚肉(肩ロース)、
○鶏むね肉、ゆで大豆、○米みそ
（淡色辛みそ）、○油揚げ、牛乳、と
ろけるチーズ

◎オレンジ、パイナップル、もやし、キャベツ、
きゅうり、たまねぎ、にんじん、○こんぶ佃煮、
あおのり

生中華めん、○米、油、小麦
粉、ごま油、砂糖、○ごま

◎牛乳、ちくわ、豚肉(肩ロース)、牛
乳、ハム

選べるパン（プレーンパン・レーズンパン）、
チーズハンバーグ、キャベツのサラダ、
ポークビーンズ、デコポン

○ゆでうどん、じゃがいも、
ロールパン、フレンチドレッシ
ング、油、パン粉、砂糖

ハムチーズトースト
パイン缶
牛乳

野菜スティック
牛乳

野菜スティック
牛乳

バナナ、○パイン缶、トマト、だいこん、きゅう
り、にんじん、しめじ、たまねぎ、焼きのり

米、じゃがいも、○ホットケー
キ粉、マヨネーズ、小麦粉、
油、○砂糖、砂糖

オレンジ、○いちご、かぶ、にんじん、しめじ、ご
ぼう、かぶ・葉、えのきたけ、◎きゅうり、ねぎ、
◎にんじん、◎だいこん、いんげん、塩こんぶ、
干ししいたけ

五目御飯、かじきのみそ焼き、
かぶの塩昆布あえ、すまし汁（きのこ）、
オレンジ

米、○じゃがいも、○油、板こ
んにゃく、砂糖、油

ぱりんこ
麦茶

○牛乳、牛乳、ツナ油漬缶、ハム、
○とろけるチーズ、○ハム、○バター

オレンジ
牛乳

◎バナナ、たまねぎ、デコポン、キャベツ、にん
じん、ホールトマト缶詰、○はくさい、○ねぎ、○
にんじん

◎バナナ、たまねぎ、デコポン、キャベツ、にん
じん、ホールトマト缶詰、○はくさい、○ねぎ、○
にんじん

ポテトチップ
いちご
牛乳

○牛乳、◎牛乳、かじき、鶏もも肉、
米みそ（淡色辛みそ）

ホットケーキ（ブルーベリー
ジャム）
牛乳

ツナスパゲティー、トマトのサラダ、
コロコロスープ、バナナ、牛乳

スパゲティ、○食パン、フレン
チドレッシング

御飯、厚揚げの炒め物、なばなのごま和え、
みそ汁（だいこん・なめこ）、いちご

米、片栗粉、ごま、油、○粉
糖

○牛乳、生揚げ、豚ひき肉、米みそ
（淡色辛みそ）、◎調製豆乳

○オレンジ、いちご、にんじん、なばな、たまね
ぎ、だいこん、ねぎ、なめこ、しめじ、◎赤ピーマ
ン、◎だいこん、◎セロリ

にんじん、たまねぎ、ホールトマト缶詰、きゅう
り、りんご、チンゲンサイ、○ブルーベリージャ
ム、にんにく、しょうが、◎にんじん、◎だいこ
ん、◎セロリ

カレーライス、オーロラサラダ、
野菜スープ、ヨーグルト

○牛乳、◎牛乳、ヨーグルト(加糖)、
豚肉(肩ロース)、牛乳、ハム、バター

みそ煮込みうどん
麦茶

生中華めん、○米、片栗粉、
○ごま油、砂糖、ごま油

◎牛乳、豚肉(ばら)、かつお節、○か
つお節

◎オレンジ、パイナップル、きゅうり、たまねぎ、
キャベツ、もやし、にんじん、えのきたけ、しいた
け、うめ干し、カットわかめ

焼きおにぎり
小魚
麦茶

バナナ
牛乳

選べるパン（プレーンパン・コーンパン）、
チーズハンバーグ、キャベツのサラダ、
ポークビーンズ、デコポン

○ゆでうどん、じゃがいも、
ロールパン、フレンチドレッシ
ング、油、パン粉、砂糖

◎牛乳、豚ひき肉、豚肉(肩ロース)、
○鶏むね肉、ゆで大豆、○米みそ
（淡色辛みそ）、○油揚げ、牛乳、と
ろけるチーズ

あんかけ焼きそば、きゅうりの土佐あえ、
中華スープ、パイナップル

シュガーパイ
オレンジ
牛乳

バナナ、かぼちゃ、こまつな、だいこん、にんじ
ん、ねぎ、コーン缶、○あおのり

鶏そぼろご飯
麦茶

バナナ
牛乳

ドックパン、じゃがいもガレット、
コロコロサラダ、キャベツスープ、
グレープフルーツ

フランスパン、じゃがいも、○
もち米、フレンチドレッシング、
○片栗粉、油、片栗粉、○ご
ま油

◎牛乳、○豚ひき肉、とろけるチー
ズ

◎バナナ、グレープフルーツ、キャベツ、にんじ
ん、だいこん、きゅうり、たまねぎ、○たまねぎ、
コーン缶、○干ししいたけ、○しょうが

真珠蒸し
教育昆布
麦茶

野菜スティック
豆乳

社会福祉法人多摩養育園
光明府中南保育園

今月の食育目標は、「日々の食事に感謝しましょう」で

す。私たち人間は他の生物の命をいただき、食べること

で生きていています。私たちが食べ物を口にするまでに

はたくさんの人の働きがあり、食材を育てたり獲ってくれ

た人、運んでくれた人、調理してくれた人がいます。食材

に関わったすべての人にも感謝の気持ちを忘れずに、そ

してごはんを残さずきれいに食べることが大切です。

🎎３月の予定🎎

１日（火） 精進料理
３日（木） ひなまつりのつどい
４日（金） お別れ散歩

１１日（金） 非常食・おやつ
１６日（水） 誕生会


