
令和４年度

ごはん 米 黒ごまビスケット・牛乳 ごはん 米 とろべー・牛乳
鶏と大根の煮物 鶏もも肉・大根・醤油・みりん・酒 鶏のさっぱり煮 鶏もも肉・生姜・酒・みりん・砂糖・醤油・酢

ブロッコリーのオーロラ和え ブロッコリー・人参・コーン缶・マヨネーズ・ケチャップ・塩 じゃがバター・牛乳 ツナサラダ ブロッコリー・人参・コーン缶・マヨネーズ・ケチャップ・塩 お好み焼き・牛乳
えのきの味噌汁 えのき・玉葱・ねぎ・豆腐・キャベツ・味噌 じゃが芋・バター・塩・青のり にらの味噌汁 にら・人参・玉葱・えのき・味噌 小麦粉・キャベツ・ねぎ・豚ばら肉・チーズ・油・醤油

くだもの くだもの ケチャップ・砂糖・ソース・みりん・青のり・かつお節

ちゃんぽん麺 中華麺・豚ばら肉・キャベツ・玉葱・人参・もやし・ねぎ ルヴァン・牛乳 ごはん 米 ハイハイン・牛乳
ごま油・中華だし・醤油・塩 チャプチェ 牛ばら肉・玉葱・人参・春雨・ねぎ・にんにく・中華だし・醤油・酒・砂糖・ごま

里芋のおかか煮 里芋・醤油・酒・砂糖・かつお節 めのはおにぎり・牛乳 南瓜の煮物 南瓜・砂糖・醤油 紅茶サブレ・牛乳
人参のラペ 人参・きゅうり・干しぶどう・ツナ・ごま・酢・醤油・砂糖 米・板わかめ・ごま キャベツの味噌汁 キャベツ・油揚げ・玉葱・わかめ・ねぎ・味噌 小麦粉・バター・砂糖・紅茶葉

くだもの くだもの
ひなまつり・誕生会 マンナウエハース・牛乳
たけのこごはん 米・たけのこ・油揚げ・人参・醤油・酒・みりん・塩

鮭のみりん漬け焼き 鮭・酒・みりん・醤油 ひなまつり蒸しパン・牛乳
あすっこの味噌マヨ和え あすっこ・人参・キャベツ・マヨネーズ・味噌・砂糖・かつお節 ホットケーキ粉・砂糖・牛乳・バター

すまし汁 花麩・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・醤油・塩 抹茶・食紅

くだもの ごはん 米 アンパンマンせんべい・牛乳
ガーリックチャーハン 米・豚挽肉・人参・玉葱・にら・にんにく・ごま油・醤油・中華だし・塩 おやつ・牛乳 豚肉と昆布の炒め煮 豚ばら肉・刻み昆布・酒・醤油・生姜・砂糖・ごま油

にらの中華スープ 豆腐・人参・玉葱・もやし・にら・中華だし・醤油 人参のきんぴら 人参・えのき・ごま油・砂糖・醤油・ごま あすっこのピザ・牛乳
くだもの りんごジャムパン・牛乳 なめこ汁 なめこ・玉葱・キャベツ・わかめ・ねぎ・味噌 小麦粉・ホットケーキ粉・塩・油・あすっこ

くだもの しらす・コーン缶・マヨネーズ・味噌・チーズ

ごはん 米 ハイハイン・牛乳
鶏ののりチーズ焼き 鶏もも肉・砂糖・醤油・酒・ピザチーズ・もみのり

春キャベツの煮浸し キャベツ・人参・油揚げ・醤油・みりん さくらもち・牛乳
白菜の味噌汁 白菜・えのき・玉葱・わかめ・ねぎ・味噌 小麦粉・白玉粉・砂糖・食紅・油・こしあん

くだもの
黒糖パン 黒糖パン とろベー・牛乳 レーズンパン レーズンパン 黒ごまビスケット・牛乳
カレイのカレームニエル カレイ・小麦粉・カレー粉・パセリ粉・塩・バター スパイシーチキン 鶏もも肉・塩・醤油・砂糖・にんにく・生姜・カレー粉

人参ごまサラダ 人参・胡瓜・ブロッコリー・ツナ・ごま・酢・醤油・砂糖 キャベツの混ぜごはん・牛乳 ジャーマンポテト じゃが芋・ベーコン・玉葱・コンソメ・塩・パセリ粉・バター きつねむすび・牛乳
南瓜のミルクスープ 南瓜・ベーコン・人参・玉葱・コーン缶・コンソメ・塩・牛乳・バター 米・油揚げ・人参・キャベツ・醤油・酒 えのきスープ えのき・キャベツ・人参・玉葱・中華だし・塩 米・油揚げ・醤油・みりん・砂糖・ねぎ

くだもの 塩・生姜・ごま くだもの もみのり・ごま

アンパンマンせんべい・牛乳 ごはん 米 干し芋・牛乳
さわらの照り焼き さわら・醤油・みりん

りんごチーズケーキ・牛乳 きんぴらごぼう ごぼう・人参・ごま油・醤油・酒・砂糖・ごま ポテトコロッケ・牛乳
ホットケーキ粉・砂糖・牛乳・バター 肉豆腐 豚ばら肉・焼豆腐・玉葱・大根・人参・えのき・ねぎ・醤油・みりん・砂糖じゃが芋・玉葱・牛挽肉・コーン缶・塩昆布

りんご・クリームチーズ くだもの 小麦粉・パン粉・油・ケチャップ・ソース・砂糖

ごはん 米 干しぶどう・牛乳 ハヤシライス 米・牛ばら肉・玉葱・人参・じゃが芋・ハヤシルウ・油 干し芋・牛乳
牛肉の大和煮 牛ばら肉・玉葱・人参・生姜・砂糖・醤油・酒 炒り豆腐 豆腐・鶏挽肉・ひじき・人参・醤油・砂糖・みりん・片栗粉

あすっこのガーリックソテー あすっこ・しめじ・人参・バター・醤油・コンソメ・ガーリックパウダー 塩やきそば・牛乳 南瓜のチーズ焼き 南瓜・ピザチーズ・パセリ粉 バナナきな粉・牛乳
里芋の味噌汁 里芋・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 焼きそば中華麺・豚ばら肉・キャベツ・人参 くだもの バナナ・きな粉・砂糖・塩

くだもの もやし・中華だし・塩・にんにく・ごま油

ごはん 米 黒ごまビスケット・牛乳 春野菜の中華丼 米・豚ばら肉・人参・玉葱・キャベツ・たけのこ・コーン缶・生姜 おやつ・牛乳
塩からあげ 鶏もも肉・酒・塩・中華だし・にんにく・生姜・片栗粉・油 にんにく・中華だし・塩・醤油・砂糖・ごま油・片栗粉

春雨サラダ 春雨・胡瓜・人参・酢・醤油・砂糖・ごま油・ごま サクサク抹茶クッキー・牛乳 玉葱の味噌汁 玉葱・えのき・もやし・わかめ・ねぎ・味噌 いちごロール・牛乳
豆腐の味噌汁 豆腐・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 小麦粉・生クリーム・ベーキングパウダー くだもの
くだもの 砂糖・抹茶

牛しぐれごはん 米・牛ばら肉・生姜・油・醤油・砂糖・もみのり おやつ・牛乳 ごはん 米 ハイハイン・牛乳
具だくさん汁 人参・玉葱・じゃが芋・豆腐・ねぎ・味噌 甘辛ポークソテー 豚ロース肉・小麦粉・酒・みりん・醤油・砂糖

くだもの プリン・牛乳 切干大根のパリパリ炒め 切干大根・ベーコン・にら・酒・醤油・ごま油 五平もち・牛乳
わかめの味噌汁 わかめ・玉葱・キャベツ・ねぎ・味噌 米・もち米・味噌・砂糖・みりん・酒

くだもの
ごはん 米 ルヴァン・牛乳 ごはん 米 干し芋・牛乳
鶏レバーの甘辛煮 鶏レバー・ごま油・生姜・醤油・砂糖・酒 牛肉と豆腐の中華炒め 牛ばら肉・豆腐・キャベツ・人参・醤油・中華だし・みりん・砂糖・片栗粉

もみのり和え キャベツ・小松菜・人参・もみのり・ごま・醤油 にらまんじゅう・牛乳 さつま芋の甘煮 さつま芋・砂糖・醤油 ももヨーグルト・牛乳
じゃが芋の味噌汁 じゃが芋・人参・キャベツ・玉葱・わかめ・ねぎ・味噌 豚挽肉・にら・玉葱・コーン缶・生姜・砂糖・酒 もやしの味噌汁 もやし・人参・玉葱・わかめ・ねぎ・味噌 ヨーグルト・砂糖・もも缶

くだもの 醤油・塩・片栗粉・ごま油・ぎょうざの皮

大きくなったね会 くだもの
ゆかりごはん 米・ゆかり・ごま 干し芋・牛乳 ごはん 米 マンナウエハース・牛乳
ハンバーグオニオンソース 合挽肉・玉葱・パン粉・塩・玉葱・醤油・みりん・砂糖・片栗粉 ローストチキン 鶏もも肉・玉葱・生姜・にんにく・醤油・酒・ケチャップ・ウスター

スパゲティサラダ スパゲティ・人参・胡瓜・キャベツ・マヨネーズ・醤油 いちごカスタードパイ・牛乳 納豆和え 納豆・小松菜・キャベツ・人参・醤油・砂糖・ごま・もみのり・かつお節 鮭とじゃが芋のおやき・牛乳
豚汁 豚ばら肉・大根・人参・ごぼう・白滝・油揚げ・ねぎ・味噌 パイ皮・牛乳・小麦粉・砂糖・塩・油 しめじの味噌汁 しめじ・玉葱・豆腐・キャベツ・ねぎ・味噌 じゃが芋・鮭・青のり・マヨネーズ・片栗粉

くだもの いちご・粉糖 くだもの
鮭とキャベツのクリームパスタ スパゲティ・鮭・しめじ・人参・玉葱・キャベツ・牛乳・バター マンナウエハース・牛乳 ごはん 米 とろべー・牛乳

小麦粉・コンソメ・塩・にんにく・パセリ粉 カレイのしそ焼き カレイ・大葉・醤油・酒・みりん・砂糖

焼きポテト じゃが芋・油・青のり・ごま・塩 うぐいすおはぎ・牛乳 もやしとにらの中華和え もやし・にら・人参・ハム・ごま・醤油・砂糖・ごま油 焼き芋・牛乳
金時豆の煮物 金時豆・醤油・砂糖 もち米・米・きな粉・抹茶・砂糖・塩 大根の味噌汁 大根・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 さつま芋

くだもの くだもの

春分の日

育了式

23

22

お弁当の日

31 年度末保育（半日）※お弁当持参
☆献立内容や材料の変更がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。
☆プリン、マヨネーズ、パン類、麺類、加工肉は全て卵不使用のものを使用しています。
☆今月は旬の食材としてにら、キャベツ、ブロッコリー、あすっこ、玉葱、いちごなどを取り入れています。
☆調味料の中の「酒」は料理酒（アルコール度12％）を使用しています。
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３月幼児食献立表
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