
日 曜 ごはん おやつ 　血や肉になる 　熱や力になる 　調子を整える

1 火
玄米ごはん　みそ汁(じゃがいも・玉ねぎ)
かれいのパン粉焼き
納豆と野菜のそぼろ炒め　三色ナムル

麦茶　牛乳
カレーまん

みそ　かれい　鶏ひき肉
納豆　牛乳

米　オリーブ油　パン粉
サラダ油　ごま油　薄力粉
砂糖　片栗粉　じゃがいも

玉ねぎ　にんにく　パセリ
えのき　舞茸　刻み昆布　人参
長ねぎ　青菜　もやし　トマト缶

2 水
ごはん　みそ汁(人参・油揚げ)
鶏のから揚げ
青菜とコーンのソテー　カリフラワーサラダ

麦茶　牛乳
焼きそば

油揚げ　みそ　鶏肉
牛乳

米　片栗粉　薄力粉
サラダ油　オリーブ油
砂糖　蒸し中華麺

人参　生姜　青菜　コーン缶
カリフラワー　きゅうり　きゃべつ

3 木
ちらし寿司　すまし汁(わかめ・手毬麩)
鮭のごまみそ焼き
うどのきんぴら　うどの酢味噌和え

麦茶　いりこ
ハムチーズ焼きおにぎ
り

油揚げ　しらす　鮭
みそ　煮干し　豚肉
ハム　チーズ

米　砂糖　すりごま
サラダ油　ごま油　手毬麩

人参　干ししいたけ　絹さや
わかめ　うど　きゅうり

4 金
ごはん　みそ汁(きゃべつ・万能ねぎ)
豚肉のカレー風味焼き
大豆とひじきの煮物　ブロッコリーのごま和え

麦茶　牛乳
メロンラスク

みそ　ヨーグルト　しらす
大豆水煮　豚肉　牛乳

米　砂糖　サラダ油
じゃがいも　食パン　バター
グラニュー糖　すりごま
ケーキミックス

きゃべつ　万能ねぎ　レモン汁
にんにく　ひじき　ブロッコリー

5 土
ごはん　みそ汁(じゃがいも・しめじ)
豆腐入りハンバーグ
きゃべつと玉ねぎのソテー　温野菜サラダ

麦茶
黒砂糖蒸しパン

みそ　豆腐　豚ひき肉
米　じゃがいも　上新粉
サラダ油　砂糖　薄力粉
黒砂糖

しめじ　玉演技　ピーマン　刻み昆布
きゃべつ　かぼちゃ　きゅうり　人参

7 月
ごはん　みそ汁(白菜・ベーコン)
じゃがいものミートソース焼き
きゃべつとツナのサラダ

麦茶　牛乳　果物
のしおクッキー

みそ　ツナ缶　ベーコン
豚ひき肉　チーズ　ハム

米　じゃがいも　砂糖
片栗粉　サラダ油　ごま油
薄力粉　さつまいも　バター

白菜　玉ねぎ　人参　トマト缶
きゃべつ　きゅうり　レタス
生姜　果物

8 火
玄米ごはん　みそ汁(大根・なめこ)
チキンカツ
豆腐のねぎソースかけ　ごぼうサラダ

麦茶　牛乳
魔法アイス

みそ　鶏肉　豆腐
牛乳

米　薄力粉　パン粉
サラダ油　ごま油　砂糖
すりごま　さつまいも
コーンカップ

大根　なめこ　だし昆布　長ねぎ
ごぼう　きゅうり　人参
ひじき　オレンジジュース

9 水
ごはん　みそ汁(しめじ・長ねぎ)
さばの塩焼き
かぼちゃのごま炒め　野菜の三杯酢和え

麦茶　牛乳
クロックムッシュ

みそ　さば　豚肉
牛乳　チーズ　ハム

米　サラダ油　いりごま
食パン

しめじ　長ねぎ　かぼちゃ　ピーマン
干ししいたけ　生姜　きゃべつ
もやし　きゅうり　人参

10 木
麦ごはん　みそ汁(もやし・にら)
鶏ちゃん焼き
なます　切干大根と厚揚げの肉じゃが風

麦茶　いりこ
真珠蒸し

みそ　鶏肉　赤みそ
厚揚げ　煮干し　鶏ひき肉

米　サラダ油　砂糖
じゃがいも　もち米

もやし　にら　きゃべつ　コーン缶
ピーマン　人参　にんにく　大根
きゅうり　絹さや　切干大根　玉ねぎ

11 金
ドライカレー
コーンスープ
海藻サラダ

麦茶　牛乳
人参ケーキ

鶏肉　しらす　豚ひき肉
牛乳　卵

米　サラダ油　片栗粉
ごま油　薄力粉　砂糖
人参ジャム　バター

人参　玉ねぎ　セロリ　にんにく
トマト缶　コーン缶　パセリ　わかめ
レタス　きゅうり　オレンジジュース

12 土
ごはん　みそ汁(人参・長ねぎ)
鶏の照り焼き
じゃがいもと玉ねぎの炒め煮　五色和え

麦茶　いりこ
みそ焼きおにぎり

みそ　鶏肉　煮干し
米　じゃがいも　砂糖
サラダ油　すりごま

人参　長ねぎ　生姜　玉ねぎ
ピーマン　きゅうり　大根
セロリ　レタス

14 月
ごはん　みそ汁(厚揚げ・わかめ)
鶏のおろし煮
赤いマカロニ　野菜のドレッシング漬け

麦茶　牛乳　果物
じゃがまるくん

厚揚げ　みそ　鳥肉
ベーコン　牛乳

米　砂糖　サラダ油
オリーブ油　じゃがいも
片栗粉　マカロニ

わかめ　大根　生姜　青菜
玉ねぎ　トマト缶　きゃべつ
きゅうり　人参　果物

15 火
玄米ごはん　みそ汁(じゃがいも・玉ねぎ)
かれいのパン粉焼き
納豆と野菜のそぼろ炒め　三色ナムル

麦茶　牛乳
みかんのカトルカール

みそ　かれい　鶏ひき肉
納豆　牛乳　卵

米　オリーブ油　パン粉
サラダ油　ごま油　薄力粉
砂糖　バター　じゃがいも

玉ねぎ　にんにく　パセリ
えのき　舞茸　刻み昆布　人参
長ねぎ　青菜　もやし　みかん缶

16 水
ごはん　みそ汁(人参・油揚げ)
ヤンニョムチキン
青菜とコーンのソテー　カリフラワーサラダ

麦茶　牛乳
チャーハン

油揚げ　みそ　鶏肉
牛乳　焼き豚

米　片栗粉　サラダ油
砂糖　ごま油　オリーブ油

人参　青菜　コーン缶
カリフラワー　きゅうり　長ねぎ

17 木
きのこごはん　みそ汁(えのき・人参)
鮭のごまみそ焼き
炒り豆腐　大根サラダ

麦茶　牛乳
しゃな蒸し

油揚げ　みそ　鮭
豆腐　つぶしあん　牛乳

米　砂糖　すりごま
サラダ油　じゃがいも
薄力粉

舞茸　えのき　しめじ　人参
干ししいたけ　絹さや　大根
きゅうり　コーン缶

18 金
パン2種　カレースープ
豚肉のマリアナソース
フレンチサラダ

麦茶　牛乳
きなこぼたもち

きなこ　ウインナー
豚肉　牛乳

プティポワン　クロワッサン
じゃがいも　サラダ油　砂糖
オリーブ油　米　もち米
甘納豆

玉ねぎ　人参　きゃべつ　コーン缶
トマト缶　きゅうり　みかん缶

19 土
ごはん　みそ汁(じゃがいも・しめじ)
豆腐入りハンバーグ
きゃべつと玉ねぎのソテー　温野菜サラダ

麦茶
黒砂糖蒸しパン

みそ　豆腐　豚ひき肉
米　じゃがいも　上新粉
サラダ油　砂糖　薄力粉
黒砂糖

しめじ　玉演技　ピーマン　刻み昆布
きゃべつ　かぼちゃ　きゅうり　人参

21 月 春分の日

22 火
ごはん　みそ汁(大根・なめこ)
松風焼き
豆腐のねぎソースかけ　ごぼうサラダ

麦茶　牛乳
豆乳ドーナツ

みそ　鶏ひき肉　豆腐
豆乳　牛乳

米　上新粉　片栗粉
ごま油　砂糖　すりごま
サラダ油　薄力粉
グラニュー糖

大根　なめこ　人参　玉ねぎ
刻み昆布　長ねぎ　ごぼう
きゅうり　ひじき

23 水
ごはん　みそ汁(しめじ・長ねぎ)
さばの塩焼き
かぼちゃのごま炒め　野菜の三杯酢和え

麦茶　牛乳
クロックムッシュ

みそ　さば　豚肉
牛乳　チーズ　ハム

米　サラダ油　いりごま
食パン

しめじ　長ねぎ　かぼちゃ　ピーマン
干ししいたけ　生姜　きゃべつ
もやし　きゅうり　人参

24 木
玄米ごはん　みそ汁(もやし・にら)
鶏ちゃん焼き
なます　切干大根と厚揚げの肉じゃが風

麦茶　いりこ
真珠蒸し

みそ　鶏肉　赤みそ
厚揚げ　煮干し　鶏ひき肉

米　サラダ油　砂糖
じゃがいも　もち米

もやし　にら　きゃべつ　コーン缶
ピーマン　人参　にんにく　大根
きゅうり　絹さや　切干大根　玉ねぎ

25 金
わかめごはん　野菜スープ
人参コロッケ
きんぴらごぼう　きゃべつときゅうりの塩昆布和え

麦茶　牛乳
チョコレートケーキ

かつお節　鶏肉　卵
豚ひき肉　ベーコン　牛乳

米　サラダ油　じゃがいも
片栗粉　パン粉　砂糖
ごま油　薄力粉　はちみつ

わかめ　玉ねぎ　人参　白菜
青菜　ごぼう　きゅうり
きゃべつ　塩昆布

26 土
ごはん　みそ汁(人参・長ねぎ)
鶏の照り焼き
じゃがいもと玉ねぎの炒め煮　五色和え

麦茶　いりこ
みそ焼きおにぎり

みそ　鶏肉　煮干し
米　じゃがいも　砂糖
サラダ油　すりごま

人参　長ねぎ　生姜　玉ねぎ
ピーマン　きゅうり　大根
セロリ　レタス

28 月
ごはん　みそ汁(厚揚げ・わかめ)
鶏のおろし煮
赤いマカロニ　野菜のドレッシング漬け

麦茶　牛乳　果物
じゃがまるくん

厚揚げ　みそ　鳥肉
ベーコン　牛乳

米　砂糖　サラダ油
オリーブ油　じゃがいも
片栗粉　マカロニ

わかめ　大根　生姜　青菜
玉ねぎ　トマト缶　きゃべつ
きゅうり　人参　果物

29 火
玄米ごはん　みそ汁(玉ねぎ・人参)
大豆とじゃこの天ぷら
ふろふき大根　中華サラダ

麦茶　牛乳
肉まん

みそ　大豆水煮　しらす
ささみ　牛乳　豚ひき肉

米　薄力粉　片栗粉
サラダ油　砂糖　春雨
ごま　ごま油

玉ねぎ　人参　刻み昆布
大根　きゅうり　干ししいたけ

30 水
ごはん　みそ汁(じゃがいも・油揚げ)
ひじき入りミートローフ
たらちゃんのきのぼり　きゅうりともやしのナムル

麦茶　牛乳
ピザパン

油揚げ　みそ　たらこ
豚ひき肉　牛乳　チーズ
ベーコン

米　じゃがいも　上新粉
サラダ油　砂糖　オリーブ油
すりごま　薄力粉　ごま油

玉ねぎ　ひじき　人参　きゅうり
ピーマン　もやし

31 木
麦ごはん　みそ汁(きゃべつ・わかめ)
かれいの照り焼き
炒り豆腐　大根サラダ

麦茶　牛乳
いちごケーキ

みそ　かれい　豆腐
ホイップクリーム　卵
牛乳

米　砂糖　サラダ油
薄力粉　バター
いちごジャム

えのき　人参　干ししいたけ　絹さや
大根　きゅうり　コーン缶　いちご

3月のこんだて のしお一丁目保育園2021年度

献立は都合により変更する場合があります。

今年もあと1カ月になりました。春らしいメニューもいくつか入っています。3月3日は毎年ちらし寿司ですが、地方に

よっては太巻き寿司を作る所もあるようです。各家庭それぞれの行事の食事は大人になっても懐かしく感じられますね。


