
きのこご飯　レモン和え 焼きビーフン

びっくりハンバーグ

みそ汁　果物 牛乳

バターライス　コーンスープ ホットドック

魚のトマトソース　

ゆでﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　果物 牛乳

ひな寿司　かき揚げ 苺大福

菜の花のごま和え

すまし汁　果物 牛乳

ミートソースパスタ　 みそ焼きおにぎり

ビーンズサラダ　

ｷｬﾍﾞﾂスープ　果物 麦茶

五目うどん　果物 昆布おにぎり

きゃべつの香り漬　

じゃが芋の土佐煮 麦茶

キーマカレー　ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ クリームパン

ｱｯﾌﾟﾙﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｻﾗﾀﾞ

ヨーグルト 牛乳

五目あんかけ焼きそば ライスサンド

中華風きゅうり　

中華たまごスープ　果物 牛乳

麦ご飯　赤魚の煮つけ チヂミ

刻み昆布の煮物　果物

蓮根団子のみそ汁 牛乳

グラタンパン　サモサ 五平餅

フレンチサラダ　

コンソメスープ　果物 牛乳

麦ご飯　ﾋﾟｰﾏﾝの肉詰め クリムチーズパン

切干大根の煮物

なめこ汁　果物 麦茶

赤飯　シーフードフライ フラワーパン

野菜のマヨ和え　

すまし汁　果物 牛乳

深川めし　肉豆腐 あんぱん

すまし汁

果物 麦茶

ぶどうパン　和風ポトフ 五目いなりずし

ゆで豚のごまみそかけ

ボイル野菜　果物 牛乳

麦ご飯　鶏肉のｵﾚﾝｼﾞ焼き せんべい

いんげんのおかか和え ｶｯﾌﾟヨーグルト

呉汁　果物 麦茶

おかめうどん　五目卵焼き いちごのババロア

いかとわかめの甘酢

果物 牛乳

チキンカレー　海藻サラダ ガーリックフランス

青菜のスープ

果物 牛乳

556ｋｃａｌ 23.6ｇ 21.5ｇ 2.4ｇ砂糖 わかめ　牛乳　 小松菜　グリーンピース

牛乳 アガー　生クリーム きゅうり　バナナ　いちご

574ｋｃａｌ 22.0ｇ 17.2ｇ 2.7ｇ小麦粉　砂糖　サラダ油 油揚　豆腐　みそ 切干大根　なめこ　

牛乳 ホットケーキ粉 クリームチーズ ねぎ　レモン

ピーマン　玉葱　にんじん

四つ木なかよし保育園

30 水

ビスケット 米　サラダ油　じゃが芋 鶏肉　わかめ　ベーコン 玉葱　にんじん　きゃべつ

552ｋｃａｌ 17.5ｇ 18.4ｇ 2.5ｇバター　小麦粉　砂糖 牛乳 きゅうり　コーン　小松菜

牛乳 フランスパン　マーガリン

あか みどり　

摂取量 たんぱく質 脂質 塩分

血や肉の骨になるもの 体のようすをよくするもの

日にち 曜日 午前おやつ 昼　        食 午後おやつ

きいろ

熱や力になるもの

24.3ｇ 18.3ｇ 3.0ｇビーフン　サラダ油 うずらの卵　みそ　豚肉 グリーンピース　玉葱

牛乳

ビスケット 米　パンj粉　砂糖　 油揚　豚ひき肉　牛乳

青のり きゃべつ　きゅうり　レモン

1 15 火

565ｋｃａｌ 22.8ｇ 16.3ｇ 3.0ｇコッペパン 牛乳　ウィンナー コーン　きゃべつ　りんご

牛乳

2 16 水

サラダせんべい 米　バター　オリーブ油 かじき　ベーコン　 パセリ　玉葱　トマト　ブロッコリー

えのき　しめじ　干し椎茸

554ｋｃａｌ

19.7ｇ 9.7ｇ 1.7ｇごま　砂糖　おふ　 あずき　牛乳 大根　ブロッコリー　コーン

牛乳

カルシウムせんべい 米　片栗粉　小麦粉　サラダ油 たまご　焼きのり　わかめ

白玉粉 小松菜　菜花

3 木

583ｋｃａｌ 23.1ｇ 18.3ｇ 2.6ｇサラダ油　小麦粉　 チーズ　ベーコン　みそ きゅうり　にんじん　きゃべつ

牛乳 マヨネーズ　米

4 18 金

ビスケット スパゲッティー　オリーブ油 豚ひき肉　粉チーズ　大豆 にんにく　玉葱　パセリ

オレンジ

にんじん　ゆかり粉　きゅうり

570ｋｃａｌ

17.8ｇ 9.1ｇ 3.1ｇじゃが芋　米 豚肉　かつお節　ヨーグルト にんじん　レモン　えんどう

牛乳

芋チップ うどん　ごま　砂糖 牛乳　うずらの卵　かまぼこ

佃煮昆布

5 19 土

518ｋｃａｌ 18.0ｇ 19.1ｇ 2.2ｇサラダ油　砂糖　クリームパン 牛乳 ピーマン　きゃべつ　もやし

牛乳

7 月

リッツ 米　バター　小麦粉 豚ひき肉　ウィンナー　 玉葱　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　にんじん

りんご　パセリ　きよみ

ねぎ　干し椎茸　きゃべつ

488ｋｃａｌ

23.9ｇ 15.2ｇ 2.3ｇ片栗粉　サラダ油 たまご　牛乳 干し椎茸　青梗菜　きゅうり

牛乳

ビスケット 中華麺　ごま油　砂糖 豚肉　うずらの卵　鶏ひき肉

米 コーン　いんげん　バナナ

8 22 火

521ｋｃａｌ 20..8ｇ 10.8ｇ 3.0ｇごま油　片栗粉　白玉粉 さつま揚げ　みそ　牛乳 大根　葉ねぎ　はっさく

牛乳 小麦粉　砂糖　マヨネーズ

9 23 水

サラダせんべい 米　押麦　砂糖 赤魚　刻み昆布　大豆 しょうが　にんじん　れんこん

豚ひき肉 ねぎ　にら

白菜　玉葱　にんじん　

579ｋｃａｌ

玉葱　グリーンピース　コーン

578ｋｃａｌ 21.4ｇ 21.8ｇ 2.7ｇ小麦粉　バター　パン粉 ウィンナー　みそ にんじん　きゃべつ　

牛乳

カルシウムせんべい マカロニ　サラダ油 牛乳　粉チーズ　豚ひき肉

丸パン　じゃが芋　餃子の皮 きゅうり　パセリ

24 木

カルシウムせんべい 米　もち米　ごま　小麦粉 ささげ　牛乳　たまご いんげん　にんじん　れんこん

10 木

11 25 金

ビスケット 米　押麦　パン粉 豚ひき肉　たまご　さつま揚げ

565ｋｃａｌ 21.5ｇ 16.2ｇ 2.2ｇパン粉　サラダ油　マヨネーズ 小松菜　せとか

牛乳

24.2ｇ 11.3ｇ 3.0ｇ片栗粉　食パン 豚肉　豆腐　はんぺん 玉葱　葉ねぎ　バナナ

牛乳

芋チップ 米　ごま油　砂糖　 牛乳　あさり　焼きのり

マヨネーズ

12 26 土

600ｋｃａｌ 28.5ｇ 27.4ｇ 3.0ｇじゃが芋　三温糖 さつま揚げ　うずらの卵 バナナ

牛乳 米　押麦

14 28 月

リッツ ぶどうパン　ごま　砂糖 豚肉　みそ　ウィンナー きゃべつ　にんじん　玉葱

牛乳　油揚　ひじき

しょうが　にんじん　れんこん

594ｋｃａｌ

518ｋｃａｌ 23.8ｇ 11.6ｇ 2.0ｇ油揚　みそ にんじん　グリーンピース

牛乳

カルシウムせんべい 米　押麦　ごま　せんべい 鶏肉　かつお節　大豆　

ヨーグルト 玉葱　きゃべつ　きゅうり

✿お誕生会は、3月29日（火）になります。

✿季節の食材を取り入れています。今月は、ピーマン・じゃが芋・かじき・せとか・いちご・りんごなどです。

✿献立（食材）は、保育園の行事・その他の都合により変更になることがありますので、ご了承下さい。

✿調理保育の予定は、サンプルケースに掲示しています。

17 31 木

しめじ　はっさく　にんにく

29 火

ビスケット うどん　サラダ油 鶏肉　たまご　豚ひき肉 玉葱　にんじん　干し椎茸

えのき　しめじ　干し椎茸


