
2021年　　3月       ３歳以上児献立表 甲南立正保育園

炭水化物・脂肪 たんぱく質 無機質・ビタミン
エネルギー たんぱく質 熱や力になる食品 体を作る食品 体の調子をよくする食品

豚肉の鉄火煮 ヨーグルト

青菜の五目和え　バナナ お菓子 337 14.9

大根と油揚げの味噌汁 麦茶 ｋｃａｌ ｇ

かに玉あんかけ ごまごま

バンサンスー　オレンジ 豆腐パン 361 16.4

エノキとコーンの中華スープ 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

〈ひな祭り給食〉

肉団子　菜の花の和え物 ひなあられ 462 23.5

麩の澄まし汁　いちご カルピス ｋｃａｌ ｇ

鰆のカレー焼き

ひじきの炒り煮 イチゴサンド 411 22.3

豚汁　バナナ 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

豚肉のケチャップ焼き

ちりめんサラダ ぼたもち 587 23.9

クリームシチュー　キウイ 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

ホッケのごま味噌焼き お菓子

洋風白和え 482 26.4

ラーホー　バナナ 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

お子様弁当 お菓子

麦茶 597 20.7

バナナ 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

鶏のさっぱり焼き ヨーグルト

ブロッコリーの鰹節和え お菓子 342 17.7

切干大根の味噌汁　バナナ 麦茶 ｋｃａｌ ｇ

豆腐とひじきの落とし揚げ

もやしの海苔和え マドレーヌ 516 15.7

菜の花スープ　はっさく 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

〈お楽しみ給食〉

煮かつ　和風サラダ マドレーヌ 713 28.9

わかめの味噌汁　フルーツゼリー 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

鮭のあけぼの焼き

小松菜と凍り豆腐の煮物 コーンパン 487 23.9

水 田舎汁　バナナ 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

鶏肉の味噌焼き 菜の花

キャベツとイカの和え物 おにぎり 533 23.3

ポークカレー　いちご 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

ささみの2色揚げ お菓子

ポテトサラダ 421 17.7

もち麦入りスープ　バナナ 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

お子様弁当 お菓子

麦茶 597 20.7

バナナ 牛乳 ｋｃａｌ ｇ

牛乳　豆腐　はんぺ
ん　卵　鰹節　ベーコ
ン

いんげん　人参　ひじき
もやし　きゅうり　海苔　な
ばな　玉ねぎ　しめじ　はっ
さく

9

火

片栗粉　油　ごま油
三温糖　ホットケーキ
粉　バター

火

玉葱　えのき　レタス
きゅうり　人参　長葱
わかめ　みかん缶　パ
イン缶

牛乳　豚肉　卵　魚肉
ソーセージ　豆腐

パン粉　油　三温糖
ホットケーキ粉　バ
ター

23

日
献立 おやつ

栄養価
曜日

じゃが芋　三温糖
豚肉　竹輪　油揚げ
ヨーグルト

ごぼう　人参　ピーマ
ン　小松菜　しめじ　も
やし　大根　バナナ

月

2 16 30 三温糖　片栗粉　春
雨　ごま油　ホット
ケーキ粉

牛乳　かにかま　卵
ハム　豆腐

長ネギ　乾椎茸　人参
きゅうり　えのき　コー
ン　わかめ　オレンジ

1 15 29

火

3 ごま油　パン粉　片栗
粉　麩　もち米

玉ねぎ　長ネギ　ショ
ウガ　なばな　小松菜
ほうれん草　いちご

水

17 31 白滝　油　三温糖　こ
んにゃく　食パン

牛乳　鰆　油揚げ　豚
肉　ホイップクリーム

ひじき　人参　いんげ
ん　大根　ごぼう　長ネ
ギ　バナナ　いちご

水

牛乳　豚肉　竹輪　鰹
節　豆腐　かまぼこ
カルピス

ほうれん草　人参
コーン　もやし　長ネギ
バナナ

金

4 18 三温糖　油　じゃが芋
バター　小麦粉　もち
米

牛乳　豚肉　しらす干
し　鶏肉　スキムミル
ク　きなこ

玉ねぎ　いんげん　レタ
ス　きゅうり　きゃべつ
人参　キウイフルーツ

木

5 19
三温糖　うどん

牛乳　ホッケ　豆腐
魚肉ソーセージ　豚
肉　なると

ショウガ　ブロッコリー
人参　コーン　切干大
根　小松菜　バナナ

月

6 20
米 牛乳 バナナ

土

8 22
三温糖　じゃが芋

鶏肉　鰹節　ヨーグル
ト

人参　小松菜　大根
乾椎茸　長ネギ　ごぼ
う　バナナ　コーン

10 24
三温糖　強力粉　油

牛乳　鮭　チーズ　凍
り豆腐　ツナ　油揚げ
ヨーグルト

青のり　人参　きゅうり
コーン　玉ねぎ　しめじ
きゃべつ　トマト缶　バナ
ナ金

11 25 ごま油　三温糖　じゃ
が芋　油　バター　小
麦粉

牛乳　鶏肉　さきいか
豚肉　スキムミルク

きゃべつ　きゅうり　大
根　人参　玉ねぎ　い
ちご　なばな　コーン

木

12 26 小麦粉　油　じゃが芋
もち麦

牛乳　ささみ

　3月の保育園での予定平均エネルギー量448ｋｃａｌ 3月の保育園での予定平均たんぱく質量20.2ｇ

　3月の保育園での予定平均塩分量ｇ 　3月の保育園での予定平均カルシウム量ｇ

13 27
米 牛乳 バナナ

土

3月の予定

・3日（水） ひなまつり給食

・5日（金） ゆり組お別れ遠足

・12日（金） ゆり組遠足予備日

・23日（火） お楽しみ給食

（ゆり組リクエスト）

・24日（水） 誕生会

・30日（火） 卒園式

３月３日のひな祭りは、女の子の健やかな成長を祈る節句の年中行事です。

ひな祭りの食事とそれぞれに込められた意味を紹介します。

ひなまつりってなあに！

菱餅、ひなあられ
３つの色に願いが込められて

います。桃色は「魔除け」、

白色は「清浄」、緑色は「健

康」の願いが込められている。

白酒（甘酒）
厄除けの意味がある。

ハマグリの潮汁
ハマグリは二枚貝で対の貝殻しか組み

合わないことから将来夫婦円満に暮ら

せるようにという意味がある。

ゆり組は両日とも

給食はありません。

ちらし寿司
具のえびは腰が曲がっていて「長寿」の象

徴。穴が開いていて「先の見通しがきく」

レンコン、「まめに働ける」ように豆など、

縁起の良い具材をたくさん入れる。


