
10時のおやつ 10時のおやつ

（3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児 （3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児

麦ご飯 精白米 めかじき たまねぎ エネルギー 496 Kcal 538 Kcal ★玄米ふりかけご飯 精白米 さば れんこん エネルギー 506 Kcal 568 Kcal

かじきの味噌マヨネーズ焼 押麦 淡色辛みそ 生しいたけ ★ガーリック たんぱく質 14.8ｇ 15.0ｇ さばの南部焼き 玄米 淡色辛みそ きゅうり ホットケーキ たんぱく質 21.1ｇ 23.2ｇ

里芋の煮付 薄力粉 木綿豆腐 にんじん トースト 脂  質 13.1 ｇ 12.8 ｇ ★れんこんシャキシャキ和え 三温糖 ベーコン にんじん 脂  質 19.4 ｇ 20.5 ｇ

ミニトマト マヨネーズ 削り節 さやいんげん かき卵汁 いりごま 鶏卵 切りみつば 牛乳

ほうれん草と豆腐のすまし汁 調合油 パルメザンチーズ ほうれんそう 牛乳 果物 調合油 削り節 えのきたけ

果物 さといも くだもの マヨネーズ くだもの

★きつねうどん ゆでうどん 油揚げ ほうれんそう エネルギー 504 Kcal 557 Kcal ★玄米ふりかけご飯 精白米 さば れんこん エネルギー 557 Kcal 607 Kcal

かぼちゃの煮物 三温糖 鶏卵 長ねぎ ★チーズケーキ たんぱく質 22.1ｇ 24.3ｇ さばの南部焼き 玄米 淡色辛みそ きゅうり ★バナナ たんぱく質 22.5 ｇ 24.0 ｇ

茹でブロッコリー 砂糖 なると みついしこんぶ 脂  質 17.8 ｇ 18.4 ｇ ★れんこんシャキシャキ和え 三温糖 ベーコン にんじん クレープ 脂  質 17.6 ｇ 17.7 ｇ

果物 薄力粉 削り節 かぼちゃ 麦茶 かき卵汁 いりごま 鶏卵 切りみつば

有塩バター クリームチーズ ブロッコリー 果物 調合油 削り節 えのきたけ 麦茶

生クリーム くだもの マヨネーズ ホイップクリーム くだもの

★ぞう～こぐま組：手巻き寿司 精白米 まぐろ油漬缶詰(白) きゅうり エネルギー 511 Kcal 560 Kcal ご飯 精白米 若鶏もも だいこん エネルギー 546 Kcal 620 Kcal

(りす・ひよこ組：サラダ巻き) 砂糖 鶏卵 なばな 桜餅 たんぱく質 19.1ｇ 20.5ｇ 鶏肉のコーンフレーク焼き マヨネーズ 淡色辛みそ なめこ 揚げパン たんぱく質 20.3ｇ 22.2ｇ

★鶏肉の唐揚げ マヨネーズ ロースハム しょうが ひなあられ 脂  質 12.6 ｇ 12.1 ｇ ★キャベツの塩昆布あえ コーンフレーク キャベツ 脂  質 21.2 ｇ 23.1 ｇ

キャベツのゆかりあえ 片栗粉 若鶏もも にんにく ★大根となめこの味噌汁 調合油 きゅうり 牛乳

菜の花と麩のすまし汁 調合油 削り節 キャベツ 牛乳 果物 コッペパン にんじん

果物 観世ふ こしあん くだもの グラニュー糖 くだもの

わかめご飯 精白米 ぶり 乾わかめ エネルギー 517 Kcal 571 Kcal 味噌焼肉丼 精白米 ぶたロース にんじん エネルギー 498 Kcal 559 Kcal

ぶりの照焼き いりごま 油揚げ 切干しだいこん ロック たんぱく質 17.8ｇ 18.4ｇ 小松菜とハムのチーズ和え 押麦 淡色辛みそ たまねぎ カステラ たんぱく質 20.5 ｇ 22.5 ｇ

切り干し大根のマヨサラダ マヨネーズ 淡色辛みそ きゅうり ビスケット 脂  質 16.3 ｇ 15.8 ｇ 豆腐とわかめのすまし汁 ごま油 ロースハム こねぎ 脂  質 18.9 ｇ 20.2 ｇ

白菜と油揚げの味噌汁 薄力粉 鶏卵 にんじん 果物 調合油 プロセスチーズ こまつな 牛乳

果物 無塩バター はくさい 牛乳 三温糖 木綿豆腐 カットわかめ

砂糖 くだもの カステラ 削り節 くだもの

★たまごサンドイッチ 食パン 鶏卵 ブロッコリー エネルギー 548 Kcal 614 Kcal ★チキンカレーライス 精白米 若鶏もも しょうが フライたこ焼き エネルギー 521 Kcal 575 Kcal

★ブロッコリーの和風ドレッシングサラダ ソフトマーガリン 調整豆乳 赤ピーマン ★ツナ昆布 たんぱく質 21.0ｇ 22.9ｇ フレンチサラダ 押麦 ベーコン にんにく 牛乳 たんぱく質 20.4ｇ 22.1ｇ

さつまいもの豆乳スープ マヨネーズ まぐろ油漬缶詰(白) コーン缶詰粒 おにぎり 脂  質 20.3 ｇ 21.5 ｇ チンゲン菜とベーコンのスープ じゃがいも かつお節 たまねぎ 脂  質 17.8 ｇ 18.5 ｇ

果物 三温糖 たまねぎ 野菜ジュース 調合油 生クリーム にんじん ～ぞう組～ エネルギー 609 Kcal

調合油 にんじん 麦茶 果物 三温糖 アイスクリーム キャベツ チョコパフェ たんぱく質 11.7 ｇ

さつまいも くだもの 冷凍たこ焼き くだもの 麦茶 脂  質 15.7 ｇ

★チーズバーガー コッペパン ぶたひき肉 たまねぎ エネルギー 514 Kcal 582 Kcal ★カレーライス 精白米 ぶたもも しょうが エネルギー 516 Kcal 558 Kcal

★フライドポテト ソフトマーガリン 鶏卵 きゅうり ★コーン たんぱく質 20.3ｇ 22.3ｇ フレンチサラダ 押麦 ベーコン にんにく フライたこ焼き たんぱく質 16.7ｇ 16.7ｇ

★チキンナゲット 調合油 プロセスチーズ トマトケチャプ おにぎり 脂  質 18.4 ｇ 19.4 ｇ チンゲン菜とベーコンのスープ じゃがいも かつお節 たまねぎ 脂  質 15.6 ｇ 15.4 ｇ

★スティックサラダ パン粉 生クリーム にんじん 果物 調合油 にんじん 牛乳

★人参ポタージュ じゃがいも だいこん 麦茶 三温糖 キャベツ

果物 有塩バター くだもの 冷凍たこ焼き くだもの

★チキンピラフ 精白米 鶏ひき肉 たまねぎ エネルギー 555 Kcal 625 Kcal タコライス 精白米 ぶたひき肉 たまねぎ エネルギー 528 Kcal 584 Kcal

キャベツとハムのサラダ 有塩バター ロースハム にんじん マカロニ たんぱく質 21.6 ｇ 23.7 ｇ マカロニサラダ 押麦 牛ひき肉 にんにく ココア蒸しパン たんぱく質 19.6 ｇ 21.1 ｇ

もやしと玉ねぎのスープ 調合油 きな粉 コーン缶詰粒 あべかわ 脂  質 24.2 ｇ 26.7 ｇ かぶとしめじのスープ 調合油 ピザ用チーズ きゅうり 脂  質 18.1 ｇ 18.8 ｇ

ヨーグルト マヨネーズ トマトケチャプ 果物 マカロニ・スパゲティ ロースハム キャベツ 牛乳

マカロニ キャベツ 牛乳 マヨネーズ ミニトマト

砂糖 きゅうり くだもの

チャーハン 精白米 鶏卵 長ねぎ エネルギー 551 Kcal 616 Kcal ★ツナドック ロールパン まぐろ油漬缶詰 たまねぎ エネルギー 541 Kcal 613 Kcal

中華サラダ 調合油 焼き豚 グリーンピース フルーツ たんぱく質 20.7ｇ 22.5ｇ ★ブロッコリーのドレッシングサラダ ソフトマーガリン ロースハム ブロッコリー おはぎ たんぱく質 20.7 ｇ 22.7 ｇ

豆腐とわかめのスープ ごま油 なると キャベツ ヨーグルト 脂  質 18.5 ｇ 19.5 ｇ ★ミネストローネ マヨネーズ ベーコン 黄ピーマン （きなこ・ごま） 脂  質 23.7 ｇ 26.0 ｇ

果物 緑豆はるさめ 木綿豆腐 きゅうり バナナヨーグルト 三温糖 プレーンヨーグルト にんじん

いりごま プレーンヨーグルト にんじん おせんべい 調合油 きな粉 キャベツ 麦茶

三温糖 くだもの じゃがいも バナナ

ロールパン ロールパン ぎんざけ たまねぎ エネルギー 512 Kcal 565 Kcal ごま塩麦ご飯 精白米 ぶたヒレ キャベツ エネルギー 514 Kcal 575 Kcal

★さけのコーンマヨネーズ焼き 薄力粉 パルメザンチーズ だいこん ★ポテトもち たんぱく質 16.6ｇ 17.4ｇ ひれかつ 押麦 鶏卵 きゅうり スイートポテト たんぱく質 21.6 ｇ 23.6 ｇ

大根の和風サラダ 調合油 ロースハム きゅうり 脂  質 18.4 ｇ 19.2 ｇ キャベツとしらすの酢の物 いりごま しらす干し にんじん 脂  質 18.7 ｇ 19.6 ｇ

キャベツとしめじのスープ 有塩バター にんじん 牛乳 大根と厚揚げの味噌汁 薄力粉 生揚げ だいこん 牛乳

果物 マヨネーズ キャベツ 果物 パン粉 淡色辛みそ 長ねぎ

いりごま くだもの 調合油 生クリーム くだもの

★ラーメン 中華めん 焼き豚 ほうれんそう エネルギー 502 Kcal 557 Kcal

シュウマイ ごま油 鶏卵 長ねぎ 納豆巻き たんぱく質 20.7ｇ 22.6ｇ

きゅうりのナムル 三温糖 なると きゅうり 脂  質 16.6 ｇ 17.1 ｇ

チーズキッス 精白米 シュウ くだもの 麦茶

果物 砂糖 チーズ

納豆

31 木 牛乳

30 水 豆乳

29 火 牛乳

28 月 豆乳

14 月 豆乳
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土 豆乳

26

11

金 牛乳

25

24 木 豆乳

10 木 豆乳

9

水 牛乳

23

8

火 豆乳

22

7 月 牛乳

5

土 牛乳

19

18 金 豆乳

4 金 豆乳

17 木 牛乳

牛乳

ひなまつり

2

水 豆乳

16

1

火 牛乳

15

栄 養 価

※材料の都合により、変更することがあります。
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3 木

3月の旬の食材

しいたけ キャベツ 水菜 なばな さやえんどう

ブロッコリー カリフラワー 鰆 しらす

いちご はっさく でこぽん

★印は…。 リクエストメニュー！！

今月に卒園するぞう組のみんなが選んだ、保育園でもう

一度食べたいメニューです！！ どうぞお楽しみに♪


