
令和3年　3月　　　予定献立表（一般）

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

1 15 �月 �ごはん 豚肉の妙め煮 �牛乳 �豚もも肉 �はいが精米 �生さ汁，玉ねぎ �洒 しょう油 木 だし汁 壇 �509kCal �421kcaI 茶巾しぼり �量 �油，書雨（でんふ、ん） �やし．人 ��たんばく千 �たんばく★ 

ひじきの胡麻和え ��牛乳 �砂糖 �ほうれん草．干ひじき ��18．8g �19．3g 

漬汁（生わかめ・絹豆腐・えのきだけ） ���白胡麻 �生わかめ．えのきだけ ��脂　質 �脂　質 

伊予柑 ���さつま辛 �レーズン伊予柑 ��12．2g �12．9g 

2 �火 �ごはん �牛乳 �かじきまぐろ．縄豆書 �はいが精米 �ほうれん草．人参 �だし汁 �509kca �402kcal 煮魚 �炊き込みごはん �花かつお．油あげ �砂糖 �キャベツ，清見柑 �しょう油 �たんばく井 �たんばく井 

豆腐の和え物 ��味噌 ��えのきだけ �みりん 塩 �23．2g �23．0g 

16 ��味吋汁（油あげ・キャベツ） ��牛乳 ��しめじ ��脂　質 �脂　質 

清見柑 ��まぐろ油漬け缶 ��冷凍グリンピース ��14．1g �14．2g 

3 �水 �＿■● � �塩鮭 �はいが精米砂糖油 �小松菜人参 �塩．清 水 �515kca �608kcal 

■一一．＿ 松風焼き �（幼児）桜もち �豚挽肉 �花払．オートミール �　■ 長ねぎ．書のり ��たんばく賞 �たんばく文 

人参サラダ �（乳児）みかんゼリー �味噌 �桜もち（幼児） �もやし．ホールコーン缶 �酢 しょう濾 �20．1g �24．4g 

漬汁（花魁・えのきだけ・菜の花） �ひなあられ �牛乳 �みかんゼリー（乳児） �えのきだけ，菜の花 ��脂　質 �脂　質 

伊予柑 ���ひなあられ �伊予柑 �だし汁 �16．6g �18．4g 

17 �水 �ごほん �牛乳 �スキムミルク �はいが精米 �ホールコーン缶．王ねぎ �水，塩 �542kCa �451kGa 

ツナとコーンのコロッケ �じゃこねぎビーフン �味l廿．まぐろ油漬け缶 �油ノト麦粉 �ブロッコリーJ、鯵 �こしょう �たんばく暮 �たんばく責 

茹で野菜 ��牛乳 �パン粉，ビーフン �大嵐なめこ �だし汁 �18．5g �17．9g 

味叶汁（大根・なめこ） ��ちりめんじゃこ �マッシュポテトフレーク �清見相，長ねぎ �礼ガラスープの素 �指　貫 �脂　質 

清見柑 ��花かつお �白胡麻，胡麻油 �小松菜 �しょう油 �19．3g �20．6g 

4 �木 �ごはん �牛乳 �豚もも肉 �はいが精米パター �玉ねぎ．人参 �ケチャップ．水，洒 �546kGal �426k¢8 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 �たんばくす �たんばくf 

スピナチサラダ ��牛乳 �砂糖 �パセリ �コンソメ，塩 �22，2g �21．5g 

18 ��くし型トマト ���白胡麻 レーズンロール �ほうれん草 トマトトマトピューレー �こしょう．酢 しょう油 �脂質 16．4g �脂質 16．9g 

5 �金 �ロールパン �牛乳 �大豆水煮 卵 牛乳 �バターロール 油 砂糖 �人乳玉ねぎ �水，ケチャップ �532kGa �436kca ケチャップピーンズ �貴名扮ドーナツ棒 ���ホールコーン缶 �塩こしょう �たんばく質 �たんばく千 

甘酢和え ����小松菜生わかめ �酢しょう油 �188g �15．6g 

29 �月 �わかめスープ ��責名扮 �春雨（でんぷん） �長ねぎ �コンソメ �脂　質 �脂　質 

伊予柑 ���小麦粉 �伊予柑 �B・P �19．9g �17．6g 

8 22 �月 �ごはん �牛乳 �縄重腐．札挽肉 �はいが精米．油 �人参卜玉ねぎ �しょう油 填 酢 だし汁 B・P �512k¢al �400kcal 豆腐のつくね焼き �黒糖蒸しパン �牛乳 �パン粉．砂糖 �干ひじき，れんこん ��たんばく賞 �たんばく井 

れんこんの酢の物 ��味噌 �魅 小麦粉 黒砂糖 �きゅうり ��18．2g �17．1g 

味吋汁（魅・長ねぎ） ��豆乳 ��長ねぎ レーズン ��脂質 15．5g �脂質 15．蝕 

9 �火 �きつねうどん �牛乳 �油あげ．味噌 �乾麺，砂糖 油 �人参．長ねぎ �だし汁 �515kca �438kca 肉のみ �ごまじやこおにぎり �鶏もも肉（皮なし） ��まうれん羊 �しょう油 �たんばく千 �たんばく賞 

キャベツの和え物 ��牛乳 絹豆腐 �胡麻油 はいが精米 �キャベツ �みりん 壌 こしょう �23．3g �22．8g 

23 ��（幼児）清汁（綱豆腐・ほうれん草） ����さやいんげん ��脂　質 �脂　質 

はっさく ��ちりめんじゃこ �白胡麻 �はっさく ��14．0g �14．2g 

10 31 �水 �カレー（ライス） �牛乳 �豚もも肉 � �人参 �カレー粉．水 �529kcal �430kCal 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 �激パター �玉ねぎ �コンソメ，ケチャップ �たんばく千 �たんばく千 

クラッカー �牛乳 ゼラチン �小麦粉 砂糖 ルヴァンクラシカル �ほうれん草 しめじ 100％ぶどう果汁 �中濃ソース 塩 こしょう �18．1g 脂質 16．8g �17．9g 脂質 18．7g 

11 �木 �ごほん �牛乳 �さわら，白味噂 �はいが精米 �生♯汁 �しょう油 �531kCat �428kCat 魚の西京焼き �ロールカステラ �さつま揚げ �砂精 油 ロトールカステラ �小松菜 �みりん �たんばく★ �たんばく貫 

煮びたし ��＊豆腐 ��白菜 �だし汁 �23．1g �22．4g 

25 ��味吋汁（綿豆腐・生わかめ） ��味噌 ��生わかめ ��脂　質 �脂　質 

伊予柑 ��牛乳 ��伊予柑 ��17．3g �18．2g 

12 �金 �ジャムサンド �牛乳 �卵 牛乳 �食パン，いちごジャム �王ねぎ，切干し大根 �塩こしょう �555kCal �489kcal オムレツのミートソースかけ 切干し大根のナムル �‾　の ��油小麦粉 �きゆ‾り人参 �ケチャップ，中丑ソース 水．酢 �たんばく千 �たんばく井 ′且 そぼろごほん �豚挽肉 �白胡麻．胡麻油 �　つ． キャベツ，清見柑 ��22．2g �19．9g 

26 ��キャベツスープ ��凍り豆腐 �砂糖 �生♯汁 �しょう温コンソメ �脂　質 �脂　質 

漬見柑 ���はいが精米 �さやえんどう �酒．みりん．だし汁 �20．8g �20．5g 

19 �金 �＿－ � �ベーコン �はいが精米マカロ● �玉ねぎ �塩‾しょう �548kG81 �438k¢at 

t＿＿ 豆乳マカロニグラタン �ぽたもち �豆乳．責名扮 �油パター �パセリ �tL コンソメ �たんばく貫 �たんばくr 

サワークラフト ��ピザ用チーズ �小麦粉パン粉 �キャベツ �酢 鶴ガラスープ �15．9g �13．4g 

ポテトスープ ��小豆 �砂糖，じゃがいも �人参 ��脂　質 �脂　質 

牛乳（乳児のみ） �もち米，米 �だし昆布 �お茶 �14．1g �13．0g 

24 �水 �ごほん �牛乳 �豚レバー �はいが精米．砂糖 �生♯汁．玉ねぎ �しょう温みりん �509kC8霊 �404kCal 

レバーの焼き肉 �スピナチパンケーキ �まぐろ油漬け缶 �洩．胡麻油 �にんにく，きゅうり �酢 �たんばく千 �たんばく貫 

きゅうりの中華和え ��味噌 �白胡麻 � �だし汁 �20．7g �20．2g 

味吋汁（切干し大根りト松葉） ��牛乳 �小麦粉パター �切干し大根ノ小松菜 �B・P �脂　質 �脂　質 

豆乳 �黒砂糖 �ほうれん草 �水 �16．2g �17．1g 

30 �火 �ごはん �牛乳 �ピザ用チーズ，卵 �はいが精米 �エリンギ．玉ねぎ �塩 こしょう �557kGa �460kGal 

きのこのキッシュ �雷のりおにぎり �牛乳 �じゃがいも �キャベツ．人参 ��たんばく1 �たんばくt 

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 

味叶汁（生あげ・ほうれん草） ��生あげ ��清見柑 ��脂　質 �脂　質 

清見柑 ��味噌 ��書のり ��16．2g �17．2g 

※幼児は奄 ��甘食給食のため、主食分の栄養 �価が含まれていません。　繁く参考）幼児の主食は胚芽精米50gを目安1としています。 


