
令和3年　3月　　　予定献立表(一般)　　　　　可愛保育園

日 �曜 �昼食献立名 �午後おやつ 献立窒 �主な材料の体内での働き ����栄養価 乳児　　　主食 ��血や肉となる �働く力や熱と 　なる �体の調子を整 えるもの �調味料tその他 �乳児 �幼児 

乳児・幼児　副食 �補食 

1‾ �月 �ごほん �牛乳 �豚もも肉 �はいが精米 �生糞汁.玉ねぎ �酒 しょう油 �509kcai �421kcaI 豚肉の炒め煮 ひじきの胡麻和‾ �茶巾しぼり、 �i繍豆腐 牛乳 �i油,春雨(でんぷん) �もやし.人参 ��たんばく質 �たんばく質 

15 ��　　　え 清汁(生わかめ・絹豆腐・えのきだけ) �チーズ � �砂指 白胡麻 �ほつれん革.干ひじき 生わかめ,えのきだけ �水 だし汁 塩 �18,8g 脂質 �19.3g 脂質 

伊予柏 �ルヴァン ��さつま芋 �レーズン,伊予柏 ��12.2g �12.9g 

2 �火 �ごほん �牛乳 � �はいが精米 �ほうれん草,人参 �たし汁 �509kc8i �402kcaI 煮魚 �炊き込みごほん �花かつお.油あげ �砂箱 �キャベツ.清見柑 �しょう油 �たんばく寅 �たんばく貫 

16 ��豆腐の和え物 ��味噌 ��えのきだけ �みりん 塩 �23.2g �23.Og 味噌汁(油あげ・キャベツ) ��牛乳 ��しめじ ��脂　質 �脂　質 

清見柏 �ヨーグルト �まぐろ油漬け缶 ��冷凍グリンピース ��14.1g �14.2g 

3 �水 �花畑ごほん �牛乳 �塩鮭 � �小松菜,人参 �塩.酒 �515kcal �608kcai 

松風焼き 人参サ‾ダ �(幼児)桜もち (乳iかん●i �豚挽肉 調合 �花愁.オートミール 　i �長ねぎ青のり �水 �たんばく質 �たんばく質 
ーフ 清汁(花怒"えのきだけ・菜の花) �児)み　セ)- ひなあられ �味目 牛乳 �桜もち(幼児) �もやし.ホールコーン缶 えのきだけ,菜の花 �酢 しょう油 �20.1g 脂質 �24.4g 脂質 

伊予棺 �バウムクーヘン ��ひなあられ �伊予相 �だし汁 �16.6g �18.4g 

4 �木 �ごほん �牛乳 �豚もも肉 �はいが語末パター �玉ねぎ人参 �ケチャップ水言酉 �546kcai �426kcaI ハッシュドポーク �レーズンロール �まぐろ油漬け缶 �小麦粉 �マッシュルーム缶 �ウスターソース �たんばく貨 �たんばく質 

18 ��スヒナチサラタ �ゼlノ- �牛乳 �砂漣 �パセリ �コンソメ.塩 �22.2g �21.5g くし型トマト ���白胡麻 �ほうれん草 �こしょう.酢 �脂　質 �脂　質 

ビスコ ��レーズンロール �トマトトマトピューレー �しょう油 �16.4g �16.9g 

5 �金 �ロールパン �牛乳 �大豆水煮 �パターロール �人参玉ねぎ �し水,ケチャップ �53互kcaし �436kcaし ケチャップピーンズ �貴名粉ドーナツ棒 �卵 �油 �ホールコーン缶 �塩.こしょう �たんばく質 �たんばく黄 

29 �月 �甘酢和え �100%リンコ●ジュース �牛乳 �砂膳 �小松菜,生わかめ �酢,しょう油 �18.8g �15.6g わかめスープ ��貴名粉 �春雨(でんぷん) �長ねぎ �コンソメ �脂　質 �脂　質 

伊予柏 �ハーベスト ��小麦粉 �伊予柑 �B・P �19.9g �17.6g 

6 �土 �ごはん �牛乳 �ピザ用チーズ,卵 �はいが滞米 �工リン半玉ねぎ �塩 こしょう �557kcai �460kcaI きのこのキッシュ �青のりおにぎり �牛乳 �じゃがいも �キャベツ,人参 ��たんばく賃 �たんばく貸 

30 �火 �野菜ソテー ��ボンレスハム �油 米 �ピーマン.ほうれん草 �だし汁 �20.7g �20.4g 味噌汁(生あげ"ほうれん草) � �生あげ ��清見柑 ��脂　質 �脂　質 

清見柏 �バウムクーヘン �味噌 ��青のり ��16.2g �17.2g 

8 �月 �ごほん �牛乳 �綿豆腐:鶏挽肉 �はいが精米,油 �人参.玉ねぎ �しよう油 塩 �512kcai �400kcaI 豆腐のつくね焼き �黒糖蒸しパン クッキー �牛乳 �パン粉,砂箱 �干ひじき,れんこん ��たんばく賃 �たんばく賃 

22 ��れんこんの酢の物 ��味噌 �怒 小麦粉 東砂漕 �きゅうり �酢 だし汁 日"P �18.2g �17.1g 味噌汁(怒・長ねぎ) ��豆乳 ��長ねぎ レーズン ��脂質 15.5g �脂質 15.6g 

9 �火 �きつねうどん �牛乳 �油あげ,味噌 �乾麺砂糖 �人参,長ねぎ �たし汁 �515kcai �438kcaI 鶏肉のみそ焼き �ごまじゃこおにぎり �鶏もも肉(皮なし) �油 �ほうれん草 �しょう油 �たんばく質 �たんばく貿 

23 ��キャベツの和え物 �チーズ �牛乳 �胡麻油 �キャベツ �みりん �23.3g �22.8g はっさく ��絹豆腐 �はいが箱米 �さやいんげん �塩 �脂　質 �脂　質 

ルヴァン �ちりめんじゃこ �白胡麻 �まっさく �こしょう �14.Og �14.2g 

10 �水 �-　‾　ス � �豚　　肉 �油,パター � � �529k �430k 

フ ほうれん草ときのこのソテー �グレープゼリー �スキムミルク ��人参 玉ねぎ �カレー粉水 コンソメ.ケチャップ �　Ca たんばく賃 �　Ca たんばく質 

3事 ���クラッカー �牛乳 ゼラチン �小麦粉 砂描 �ほうれん草 しめじ �中濃ソース 塩 �18.1g 脂質 �17.9g 脂質 

ヨーグルト � �ルヴァンクラシカル �1○○%ぶどう果汁 �こしょう �16.8g �18.7g 

11 �木 �ごほん �牛乳 �さわら.白味噌 �はいが捕米 �生差汁 �しよう油 �531kcai �428kcal 魚の西京焼き ぴた �ロールカステラ �さつま揚げ �砂粘 �小松菜 �みりん �たんばく質 �たんばく質 

25 ��煮_し 味噌汁(綿豆腐・生わかめ) �ゼリー �純良腐 味噌 �油 ロールカステラ �白菜 生わかめ �たし汁 �23.1g 脂質 �22.4g 脂質 

伊予柑 �ビスコ �牛乳 ��伊予柑 ��17.3g �18了2g臆 

12 �金 �ジャムサンド �牛乳 �卵 牛乳 �食パン.いちごジャム �玉ねぎ切干し大根 �塩,こしょう �555kcai �469kcal オムレツのミートソースかけ �凍豆腐の ��油小麦粉 �きゅうり,人参 �ケチャップ,中濃ソース �たんばく質 �たんばく質 

26 ��切干し大根のナムル �そぼろごはん クロワッサン �豚挽肉 �白胡麻.胡麻油 �キャベツ.清見柑 �水成 �22.2g �19.9g キャベツスープ 清見柑 ��凍り豆腐 �砂語 はいが講米 �主翼汁 さやえんどう �しよう油,コンソメ 酒,みりん.たし汁 �脂　質 �脂質 20.5g 

20.8g 

13 �土 �ごほん �牛乳 �生あげ �はいが精米言由 �人参 �塩 カレー粉 �517kcai �408kcal 生揚のカレー炒め �手作りポップコーン �豚もも肉 �じゃがいも砂箱 �玉ねぎ ��たんばく賞 �たんばく質 

27 ��じゃが芋の甘煮 �揚げせんべい �味噌 �避,とうもろこし(乾) �ピーマン �だし汁 �17.9g �16.7g 味噌汁(葱"えのきだけ) ��牛乳 �パター �えのきだけ �しょう油 �脂　質 �脂　質 

はっさく ���歌舞伎揚げ �はっさく ��118工g �.†8.9g 

17 �水 �ごほん �牛乳 �スキムミルク �はいが滞米 � �水,塩 �542kcal �451kcal 

ツナとコーンのコロッケ �じゃこねぎビーフン �味噌:まぐろ油漬け缶 �油,小麦粉 �ブロッコリー人参 �こしょう �たんばく質 �たんばく質 

茹で野菜 ��牛乳 �パン粉,ビーフン �大根,なめこ �たし汁 �18.5g �17.9g 

味噌汁(大根・なめこ) � �ちりめんじゃこ � �清見柑,長ねぎ �鶏ガラスープの素 �脂　質 �脂　質 

清見柑 �バウムクーヘン �花かつお �白胡麻,胡麻油 �小松菜 �しょう油 �19.3g 548kcal �20.6g 438kcai 

19 �金 �ゴよん �お茶 ぽたもち �ベーコン �油,パター �玉ねぎ �塩‾しょ‾ 

(裏_ 豆乳マカロニグラタン ��豆乳,貴名粉 ��パセリ �.」つ コンソメ �たんばく質 �たんばく質 

サワークラフト ��ピザ用チーズ �小麦粉.パン粉 �キャベツ �酢 鶏ガラスープ �15.9g �13.4g 

ポテトスープ ��小豆 �砂語.じゃがいも �人参 ��脂　質 �脂　質 

クッキー �牛乳(乳児のみ) �もち米.米 �だし昆布 �お茶 �14.1g �13.Og 

「 �i水’ �ごはん �牛乳 �豚レバー �はいが精米,砂凝 �生差汁,玉ねぎ �しょう油.みりん 酢 �509kcai �404kcai 

レバーの焼き肉 �スピナチパンケーキ �まぐろ油漬け缶 �油.胡麻油 �にんにく,きゅうり ��たんばく賃 �たんばく質 

きゅうりの串串毒口え. 味噌汁(切干し大根・小松菜) �100%ルコ●ゾユース �陪審鎗 牛乳 �日朝屯. 小麦粉.パター �切干し大根小松菜 �たしう十 B"P 水 �20.7色 脂質 �20.2さ 脂質 

ハーベスト �豆乳 �黒砂滴 �ほうれん草 ��16.2g �17.1g 

※幼児は副食給食のため、主食分の栄養価が含まれていません。　※(参考)幼児の主食は胚芽精米50gを目安量としています。

アレルギー等に配慮し、使用食材を明記しています。各家庭で御確認ください。


