
熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 調味料
ごはん 牛乳 米、砂糖 鮭、ピザ用チーズ 切干大根、にんじん しょう油、だし汁
鮭のチーズ焼き フライドポテト じゃが芋 油揚げ、麩 小松菜、パセリ 塩
切干大根の煮物 サラダ油 味噌 みりん
味噌汁 牛乳
清見オレンジ
ごはん 牛乳 米、サラダ油 木綿豆腐、豚ひき肉 にんじん、玉ねぎ しょう油、だし汁
炒り豆腐 ゼリー、クラッカー 砂糖、さつま芋 味噌 しいたけ、ほうれんそう 塩
さつま芋の黄金煮 クラッカー 牛乳 わかめ
味噌汁 ぶどうジュース
りんご 粉寒天

ジャムサンド 牛乳 食パン、いちごジャム 豚小間肉、豆乳 にんじん、玉ねぎ ケチャップ
ポークシチュー チーズおかかおにぎり じゃが芋、サラダ油 牛乳 きゅうり、コーン 塩、しょう油
スパゲティサラダ 小麦粉 プロセスチーズ トマトピューレ
りんご スパゲティ、マヨネーズ 花鰹

米、ごま
ごはん 牛乳 米、サラダ油 豚レバー しょうが しょう油、だし汁
レバーの竜田揚げ ホットドッグ ごま油、ごま ウィンナー ブロッコリー、にんじん ケチャップ
ブロッコリーの中華和え （多文化おやつ） バターロール 牛乳 もやし、切干大根
味噌汁 砂糖、かたくり粉 味噌 キャベツ
清見オレンジ

春分の日

きつねうどん 牛乳 うどん、砂糖 油揚げ にんじん、ねぎ、ひじき しょう油、だし汁
さわらの香味焼き ぼたもち サラダ油 牛乳 もやし、ほうれんそう みりん
ごま和え もち米、米 さわら しょうが 塩
甘夏 ごま、黒ごま きなこ

ケチャップライス お茶 米、サラダ油 牛乳（乳児のみ） にんじん、玉ねぎ コンソメ、塩
鶏肉のクリーム煮 ちぎりぱん 小麦粉 鶏もも肉 コーン、コーンクリーム缶 酢
粉吹芋　（お別れ会） じゃが芋 豆乳 パセリ、かぼちゃ ドライイースト
コールスローサラダ 強力粉 キャベツ、きゅうり
コンソメスープ　いちご もやし、小松菜
ごはん 牛乳 米、サラダ油 厚揚げ、豚小間肉 にんじん、ピーマン、もやし 塩、しょう油
生揚げのカレー炒め きなこ蒸しパン マカロニ 味噌 きゅうり、キャベツ だし汁
マカロニサラダ マヨネーズ きなこ、豆乳 コーン みりん
味噌汁 ホットケーキミックス 牛乳 カレー粉
清見オレンジ 砂糖

ごはん 牛乳 米、マヨネーズ かれい、味噌 にんじん、ごぼう、こんにゃく 塩、しょう油
かれいの味噌マヨネーズ焼き チーズケーキ サラダ油 ちくわ 絹さや、わかめ みりん
五目きんぴら 砂糖 クリームチーズ だし汁
清汁 小麦粉、コーンスターチ 豆乳生クリーム、牛乳 ベーキングパウダー

甘夏 ごま
ごはん 牛乳 米、パン粉 木綿豆腐、鶏ひき肉 にんじん、玉ねぎ、ひじき 塩、しょう油
豆腐のつくね焼き マーマレード蒸しパン サラダ油、砂糖 大豆水煮、油揚げ こんにゃく、もやし だし汁
ひじきの炒り煮 ホットケーキミックス 豆乳 みりん
味噌汁 マーマレードジャム 牛乳
清見オレンジ 味噌
ロールパン 牛乳 バターロール 豚ひき肉 玉ねぎ、もやし 塩、しょう油
チーズハンバーグ じゃこごはん サラダ油、パン粉 ピザ用チーズ キャベツ、にんじん コンソメ
じゃが芋のソテー じゃが芋、 ちりめん パセリ
もやしスープ 米、ごま 花鰹
りんご 牛乳、豆乳
ごはん 牛乳 米、砂糖 鶏もも肉 大根、にんじん、いんげん 塩、しょう油
鶏肉のごま照り焼き ミートペンネ 黒ごま、サラダ油 味噌 ねぎ、玉ねぎ、トマト缶 みりん
野菜の炒り煮 小麦粉 豚ひき肉 さといも だし汁
味噌汁 ペンネ 牛乳 コンソメ
オレンジ
ポークカレー 牛乳 米、じゃが芋 豚小間肉 にんじん、玉ねぎ コンソメ、カレー粉
中華サラダ 揚げパン ごま油、ごま きなこ きゅうり、もやし ケチャップ、ソース
清見オレンジ 春雨、砂糖 牛乳 塩、しょう油

バターロール、小麦粉 酢
サラダ油、バター

ごはん 牛乳 米、じゃが芋 豚小間肉 玉ねぎ、にんじん、しらたき しょう油、だし汁
肉じゃが ホットケーキ 砂糖、サラダ油 花鰹、味噌 ほうれんそう、コーン、えのき
ほうれん草のおかか和え ホットケーキミックス 豆乳 わかめ
味噌汁 牛乳
りんご
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３時おやつ昼食献立名

２日（金） ひなまつりの行事食です。

５日（月） お誕生日会です。

２０日（火） 多文化おやつです。


