
２０２１年３月
エネルギー

たんぱく質
脂質

食物繊維

1 508(463)

月 20.8(19.4)

16.8(16.6)

3.5(2.8)

2･30 536(485)

火 20.8(19.4)

12.2(12.9)

3.6(2.9)

3 543(467)

水 21.9(18.7)

16.3(15.3)

ひなまつり
3.5(2.9)

4･18 554(497)

木 20.1(18.6)

15.7(15.6)

5.3(4.1)

5･19 530(478)

金 19.5(18.3)

15.1(15.1)

4.5(3.8)

6 582(520)

土 18.3(17.1)

12.2(12.7)

5.2(4.0)

8･22 561(505)

月 21.7(20.2)

15.6(15.7)

3.8(3.0)

9･23 554(490)

火 23.2(21.1)

11.7(12.5)

3.6(2.9)

10･24 580(506)

水 23.0(19.9)
16.5(15.5)
2.9(2.6)

11･25 593(526)

木 17.8(16.5)

20.2(19.0)

4.2(3.3)

12 474(424)

金 17.6(15.7)

17.1(16.6)

誕生日会 3.4(2.8)

13･27 477(438)

土 17.7(17.0)

12.2(13.0)

4.5(3.6)

15 565(512)

月 19.2(18.2)

17.9(17.6)

5.3(4.1)

16 515(452)

火 18.0(15.5)

17.7(16.5)

5.4(4.3)

17 592(529)

水 20.9(19.4)

29 19.7(18.9)

月 8.7(6.9)

26 547(494)

金 19.0(17.9)

17.5(17.1)

3.5(2.8)

31 561(497)

水 23.7(20.9)

17.8(17.7)

5.3(4.4)

☆メニュー、材料は都合により変更することがあります
☆おやつの◎印及び栄養量の（ ）内は、乳児クラス対象となります
☆今月のフルーツはバナナ、オレンジ、グレープフルーツ、はっさく、いちごです
★今月のTABLE　FOR　TWO献立は、11・25日です
※災害時の食事に慣れることを目的に、3月1日の献立は備蓄食材を利用します

世界の料理
（ペルー）

日付 献立名

◎牛乳
牛乳
マカロニきな粉

関口食パン
すずきのざくざくフライ
イタリアンサラダ
パンプキンポタージュ
フルーツ

◎牛乳
豆乳
アップルサンド

◎牛乳
豆乳
おからチョコボール

麻婆豆腐丼
中華きゅうり
きゃべつとわかめの中華スープ
フルーツ

ご飯
豆じゃが煮
大根の香り漬け
ブロッコリーとさつま芋のみそ汁
フルーツ

牛乳、／関口食パン、／すずき、食塩、ケチャップ、牛乳、片栗粉、コーンフレーク、油
（キャノーラ油、揚げ物用）、／キャベツ、きゅうり、赤パプリカ、オリーブ油、酢、てんさい
糖　（液体）、食塩、／かぼちゃ（皮付き）、たまねぎ、バター、かつお・昆布だし汁、牛乳、
生クリーム、食塩、パセリ粉、／グレープフルーツ、／調製豆乳、／りんご、てんさい糖、
バター、ぎょうざの皮、バター、ヨーグルト(無糖)、

お別れ会

発芽玄米入りご飯
ポヨ・サルタード
2色ピクルス
チンゲン菜とエリンギのスープ
フルーツ

◎牛乳
豆乳
シナモン揚げパン

牛乳、／米、発芽玄米、／鶏もも肉、食塩、料理酒、たまねぎ、にんじん、黄パプリカ、
カットトマト缶、にんにく、酢、しょうゆ、てんさい糖、なたね油（大豆・なたね油）、じゃがい
も、油（キャノーラ油、揚げ物用）、／かぶ、きゅうり、食塩、酢、てんさい糖　（液体）、／
チンゲンサイ、エリンギィ、ベーコン、かつお・昆布だし汁、食塩、しょうゆ、／バナナ、／
調製豆乳、／コッペパン、油（キャノーラ油、揚げ物用）、シナモン、てんさい糖、

きゅうしょくこんだてよていひょう

牛乳、／関口食パン、／いわし、料理酒、食塩、小麦粉、水、パン粉、油（キャノーラ油、
揚げ物用）、／キャベツ、きゅうり、黄パプリカ、オリーブ油、酢、てんさい糖　（液体）、食
塩、／にんじん、たまねぎ、オクラ、ベーコン、オリーブ油、カットトマト缶、かつお・昆布だ
し汁、食塩、しょうゆ、てんさい糖、ローリエ（月桂樹）、／バナナ、／牛乳、／さつまいも
（皮付）、ごま油、水、てんさい糖、しょうゆ、黒ごま、

◎牛乳
牛乳
大学芋

関口食パン
いわしのフライ
3色フレンチサラダ
ガンボスープ
フルーツ

発芽玄米入りご飯
トマト入りハンバーグ
切干し大根とじゃこのサラダ
かぼちゃとブロッコリーの豆乳コーンチャウダー

フルーツ

◎豆乳
牛乳
チーズ入りおかかおむすび

材料名

発芽玄米入りご飯
すき焼き風
ほうれん草と押麦のツナ酢和え
切り干し大根と菜の花の洋風みそ汁

フルーツ

牛乳、／米、発芽玄米、／にんじん、たまねぎ、はくさい、焼き豆腐、鶏むね肉、牛すき
やき缶、水、／ほうれんそう（冬）、赤パプリカ、ツナ水煮缶、押麦、酢、しょうゆ、てんさい
糖　（液体）、ごま油、／切り干しだいこん、もやし、なばな、ウインナー（缶詰）、かつお・
昆布だし汁、米みそ（淡色辛みそ）、／オレンジ、／牛乳、／クリームチーズ、ヨーグルト
(無糖)、無調整豆乳、てんさい糖、レモン果汁、小麦粉、

◎牛乳
牛乳
ベイクドチーズケーキ

おやつ

牛乳、／米、押麦、／豚肉(もも)、だいこん、しょうが、かつおだし汁、しょうゆ、てんさい
糖、本みりん、／オクラ、きゅうり、カットわかめ、コーン缶、酢、てんさい糖　（液体）、食
塩、かつお節、／はくさい、なめこ、ねぎ、煮干だし汁、米みそ（淡色辛みそ）、／バナナ、
／牛乳、／米、にんじん、ふき（水煮）、油揚げ、なたね油（大豆・なたね油）、かつおだし
汁、しょうゆ、てんさい糖、本みりん、

◎牛乳
牛乳
春のふきごはん

麦ご飯
豚だいこん
わかめとオクラの土佐和え
白菜とえのきたけのみそ汁
フルーツ

◎豆乳
牛乳
ベイクドチーズケーキ

牛乳、／米、押麦、木綿豆腐、豚ひき肉、料理酒、たまねぎ、にんじん、干ししいたけ、ご
ま油、米みそ（淡色辛みそ）、しょうゆ、てんさい糖、中華スープ、しいたけだし汁、片栗
粉、／きゅうり、だいこん、しょうゆ、酢、ごま油、てんさい糖　（液体）、／キャベツ、にら、
カットわかめ、中華スープ、食塩、しょうゆ、／グレープフルーツ、／牛乳、／干しうどん
（ゆで）、油揚げ、かつおだし汁、しょうゆ、てんさい糖、料理酒、ねぎ、かつおだし汁、食
塩、しょうゆ、

ひな祭り花寿司
さわらの照り焼き
かぶときゅうりの塩昆布漬け
はまぐりの潮汁
フルーツ

調製豆乳、／米、発芽玄米、こんぶ（だし用）、酢、てんさい糖、食塩、にんじん、切り干し
だいこん、れんこん、干ししいたけ、コーン缶、かつおだし汁、しいたけだし汁、しょうゆ、
てんさい糖、さやえんどう、／さわら、しょうゆ、本みりん、料理酒、なたね油（大豆・なた
ね油）、／かぶ、きゅうり、塩こんぶ、しょうゆ、／はまぐり、焼ふ、たまねぎ、昆布だし汁、
食塩、料理酒、しょうゆ、／グレープフルーツ、／牛乳、／食パン、生クリーム、いちご
ジャム、てんさい糖　（液体）、バナナ、

◎豆乳
牛乳
いちごクリームフルーツサンド

牛乳、／米、発芽玄米、／豚ひき肉、おから、たまねぎ、トマト、ひじき、食塩、ナツメグ、
パン粉、牛乳、なたね油（大豆・なたね油）、ケチャップ、ウスターソース、／切り干しだい
こん、きゅうり、ちりめんじゃこ、酢、てんさい糖　（液体）、なたね油（大豆・なたね油）、す
りごま、／かぼちゃ（皮付き）、ブロッコリー、しめじ、クリームコーン缶、調製豆乳、かつ
お・昆布だし汁、食塩、しょうゆ、パセリ粉、／オレンジ、／調製豆乳、／おから、小麦
粉、バター、なたね油（大豆・なたね油）、てんさい糖、ココア（ピュアココア）、干しぶどう、

発芽玄米入りご飯
豆じゃが煮
ほうれん草と押麦のツナ酢和え
切り干し大根と菜の花の洋風みそ汁

フルーツ

◎牛乳
牛乳
シナモン揚げパン

牛乳、／米、発芽玄米、／じゃがいも、にんじん、たまねぎ、豚ひき肉、蒸し大豆、なたね
油（大豆・なたね油）、かつおだし汁、しょうゆ、てんさい糖、料理酒、／ほうれんそう
（冬）、赤パプリカ、ツナ水煮缶、押麦、酢、しょうゆ、てんさい糖　（液体）、ごま油、／切り
干しだいこん、もやし、なばな、ウインナー（缶詰）、かつお・昆布だし汁、米みそ（淡色辛
みそ）、／グレープフルーツ、／牛乳、／コッペパン、油（キャノーラ油、揚げ物用）、シナ
モン、てんさい糖、

調製豆乳、／干し中華めん（ゆで）、ごま油、豚ひき肉、なたね油（大豆・なたね油）、しょ
うが、ねぎ、中華スープ、米みそ（淡色辛みそ）、てんさい糖、料理酒、しょうゆ、片栗粉、
もやし、きゅうり、／こまつな、にんじん、黄パプリカ、挽きわり納豆、しょうゆ、ごま油、か
つお節、／じゃがいも、油（キャノーラ油、揚げ物用）、バター、パセリ粉、／いちご、／牛
乳、／米、発芽玄米、料理酒、しょうゆ、かつお節、チーズ、ごま、

発芽玄米入りご飯
鮭のポテト焼き
白菜の海苔入り煮浸し
かぶと木耳のみそ汁
フルーツ

牛乳、／米、／じゃがいも、にんじん、たまねぎ、豚ひき肉、蒸し大豆、なたね油（大豆・
なたね油）、かつお・昆布だし汁、しょうゆ、てんさい糖、料理酒、／だいこん、にんじん、
えのきたけ、レモン果汁、てんさい糖　（液体）、食塩、／さつまいも（皮付）、ブロッコ
リー、ウインナー（缶詰）、かつお・昆布だし汁、米みそ（淡色辛みそ）、／バナナ、／牛
乳、／もち米、米、ツナ水煮缶、ひじき、にんじん、ごま油、かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、てんさい糖、料理酒、

◎牛乳
牛乳
ひじきのおこわ

◎牛乳
牛乳
かぼちゃのキャラメリゼ

麦ご飯
豆腐の青菜そぼろかけ
にんじんしりしり
大根とかぼちゃのすまし汁
フルーツ

チキンビーンズカレーライス
ザワークラウト
かぶとウインナーのスープ
フルーツ

牛乳、／米、押麦、にんじん、たまねぎ、じゃがいも、だいず水煮缶詰、鶏ひき肉、なたね
油（大豆・なたね油）、小麦粉、バター、脱脂粉乳、かつおだし汁、食塩、ケチャップ、ウス
ターソース、カレー粉、／キャベツ、コーン缶、酢、てんさい糖　（液体）、食塩、／かぶ、
エリンギィ、ウインナー（缶詰）、かつお・昆布だし汁、食塩、しょうゆ、パセリ粉、／はっさ
く、／牛乳、／マカロニ　サラダ用、きな粉、てんさい糖、バター、

トマトソーススパゲッティ
白菜とりんごのサラダ
レタスとマッシュルームのスープ
フルーツ

調製豆乳、／スパゲティー、なたね油（大豆・なたね油）、ツナ水煮缶、たまねぎ、ピーマ
ン、にんにく、オリーブ油、かつお・昆布だし汁、トマトジュース、カットトマト缶、ケチャッ
プ、昆布茶、食塩、料理酒、てんさい糖、ローリエ（月桂樹）、／はくさい、りんご、きゅう
り、なたね油（大豆・なたね油）、酢、食塩、／レタス、ウインナー（缶詰）、マッシュルー
ム、かつお・昆布だし汁、食塩、しょうゆ、／バナナ、／牛乳、／クリームチーズ、ヨーグ
ルト(無糖)、無調整豆乳、てんさい糖、レモン果汁、小麦粉、

牛乳、／米、発芽玄米、／さけ、食塩、じゃがいも、たまねぎ、なたね油（大豆・なたね
油）、クリームコーン缶、片栗粉、なたね油（大豆・なたね油）、／はくさい、にんじん、焼き
のり、かつお・昆布だし汁、しょうゆ、／かぶ、もやし、油揚げ、黒きくらげ、煮干だし汁、
米みそ（淡色辛みそ）、／オレンジ、／牛乳、／米、発芽玄米、うめびしお、かぶ・葉、食
塩、

ご飯
スタミナチキン
ブロッコリーのフレンチサラダ
オニオンスープ
フルーツ

麦ご飯
鶏肉の塩味から揚げ
大根のおかか醤油和え
厚揚げのコクうまみそ汁
フルーツ

調製豆乳、／米、押麦、／鶏もも肉、にんにく、しょうが、料理酒、食塩、片栗粉、油（キャ
ノーラ油、揚げ物用）、／だいこん、とうみょう、なたね油（大豆・なたね油）、酢、食塩、て
んさい糖　（液体）、しょうゆ、かつお節、／生揚げ、にら、にんじん、かつお・昆布だし汁、
甘酒、米みそ（淡色辛みそ）、／いちご、／牛乳、／米、発芽玄米、ピーマン、たまねぎ、
豚ひき肉、なたね油（大豆・なたね油）、食塩、カレー粉、

◎豆乳
牛乳
カレーピラフ

牛乳、／米、／鶏むね肉、食塩、上新粉、なたね油（大豆・なたね油）、しょうが、にんに
く、キャベツ、水、しょうゆ、てんさい糖、本みりん、／ブロッコリー、赤パプリカ、コーン
缶、なたね油（大豆・なたね油）、酢、てんさい糖　（液体）、食塩、／たまねぎ、なたね油
（大豆・なたね油）、にんじん、マッシュルーム、かつお・昆布だし汁、しょうゆ、食塩、／オ
レンジ、／牛乳、／かぼちゃ（皮付き）、なたね油（大豆・なたね油）、バター、てんさい
糖、

ジャージャーメン
中華風納豆和え
ベイクドじゃが
フルーツ

◎牛乳
牛乳
葉っぱと梅のさっぱりおにぎり

牛乳、／米、押麦、／木綿豆腐、こんぶ（煮物用）、水、ごま油、鶏ひき肉、こまつな、か
つおだし汁、米みそ（淡色辛みそ）、てんさい糖、料理酒、片栗粉、／にんじん、もやし、
ツナ油漬缶、なたね油（大豆・なたね油）、しょうゆ、料理酒、本みりん、かつお節、／か
ぼちゃ（皮付き）、だいこん、干ししいたけ、かつお・昆布だし汁、しいたけだし汁、しょう
ゆ、食塩、料理酒、／はっさく、／牛乳、／小麦粉、片栗粉、ベーキングパウダー、てん
さい糖、なたね油（大豆・なたね油）、無調整豆乳、ココア（ピュアココア）、

◎牛乳
牛乳
てんさい糖のザクザククッキー

◎牛乳
牛乳
きつねうどん

※備蓄食材の

缶詰を使用

しています


