
～給食室おたより ３月号～ 

  

  日差しが温かく感じられる季節です。早いもので今年度もあと一カ月となりま

した。今年度も給食を通して子どもたちと触れ合い、子どもたちの成長を感じる

ことができました。子どもたちの「給食おいしかった！」「またいっぱい作って

ね～」の声は私たちの励みになっています。２３日は卒園式ですが、にじ組・ゆ

り組の子どもたちは、すっかりお兄さん、お姉さんの顔になりました。卒園して

も給食やクッキングなどの思い出を胸に、楽しく食べるということを大切にし、

元気に過ごしてほしいと思っています。 

 園の給食は、これからも安全でおいしくを心がけ、様々な献立を通して、給食

が子どもたちの成長のお手伝いになればと思っています。 

  

＊３月は、にじ組・ゆり組のお友だちに保育園の給食で好きなメニューを聞き、

リクエストメニューとして献立に入れさせていただきました＊ 

  ＜おかず＞ ＜おやつ＞ 

   ・焼きそば ・そうめん 

   ・ミートスパゲッティ ・お好み焼き 

   ・チキンカツ ・きなこドーナツ 

   ・もやしのナムル ・チーズトースト 

   ・コーンスープ ・ぜんざい 

  上記以外のメニューもたくさん入れています。楽しみにしていてください。 

 

 

☆今年度も園では季節ごとに旬の食材を意識して取り入れました☆ 

春･･･菜の花・新玉ねぎ・春キャベツ・アスパラガス・さわらなど 

夏･･･きゅうり・かぼちゃ・オクラ・なす・すいか・トマトなど 

秋･･･ごぼう・さといも・さつま芋・りんご・柿・さんま・鮭・キノコ類など 

冬･･･小松菜・ほうれん草・大根・白菜・ブロッコリー・かぶ・みかんなど

  

一番美味しくて栄養も豊富、体に良いものを「旬」と言います。旬のものとそ

うでないもの（ハウス栽培などで年中出回っているもの）の栄養価は、比較する

と２倍以上違うとも言われています。「旬」の食材を通して、四季を感じられる

のも楽しみの一つですね。 



黄 赤 緑

強い力が出る食べ物 丈夫な体を作る食べ物 病気から守る食べ物 その他

1 昼食 チキンカレーライス 米、じゃがいも、油、マーガリン 鶏肉 人参、玉ねぎ、小松菜 カレールウ、ウスターソース
15 (１日) 大根サラダ ツナ缶 大根、人参、きゅうり 青じそドレッシング
金 昼食 中華丼 米、片栗粉 豚肉、かまぼこ 白菜、玉ねぎ、人参、きくらげ、しょうが シャンタン、塩こしょう、しょうゆ、酒

(１５日) ワンタンスープ ワンタン、油 玉ねぎ、チンゲン菜 シャンタン、塩こしょう
午後おやつ にゅうめん そうめん ささみ きゅうり だしパック、しょうゆ、みりん、酒、塩

牛乳 牛乳
2 昼食 ナポリタン スパゲティ、油、砂糖 ポークピッツ 玉ねぎ、ピーマン ケチャップ、コンソメ
16 コンソメスープ じゃがいも、油 玉ねぎ、人参 コンソメ、塩こしょう
土 午後おやつ 菓子 菓子

牛乳 牛乳
4 昼食 菜の花ごはん 米 卵 菜の花 塩
18 しょうが焼き 砂糖、油 豚肉 玉ねぎ、人参、小松菜、パプリカ、しょうが しょうゆ、みりん、酒
月 白菜のみそ汁 油揚げ、みそ 白菜、玉ねぎ、人参 煮干し、だしパック

午後おやつ せんべい せんべい
くだもの くだもの
牛乳 牛乳

5 昼食 パン パン、ジャム
19 ミートボール 片栗粉、油 合い挽きミンチ、レバー 玉ねぎ、しょうが ケチャップ、塩こしょう、酒
火 ナムル ごま、ごま油、砂糖 もやし、ほうれん草、人参 塩、酢、しょうゆ

コーンスープ 小麦粉、マーガリン、油 牛乳、スキムミルク コーンクリーム缶、コーン缶、玉ねぎ、パセリ コンソメ、塩こしょう
午後おやつ いなり寿司 米、ごま、砂糖 鮭フレーク、いなりあげ 人参、きゅうり 酢、塩

6 昼食 ごはん 米
20 魚のカレー風味揚げ 砂糖、小麦粉、油 魚 カレー粉、塩こしょう、酒
水 ひじきサラダ マヨネーズ、砂糖 ちくわ ひじき、人参、ブロッコリー しょうゆ、酢

かぼちゃのみそ汁 みそ かぼちゃ、玉ねぎ、えのき、ねぎ 煮干し、だしパック
午後おやつ ぜんざい さつまいも、(幼児：白玉粉)、砂糖 小豆、豆腐 塩

牛乳 牛乳
7 昼食 ごはん 米
木 鶏肉のおろし煮 片栗粉、砂糖 鶏肉 大根 しょうゆ、塩、みりん、酒、だしパック

青菜のポン酢和え 砂糖 ちりめんじゃこ ほうれん草、小松菜、人参 ポン酢
豆腐のみそ汁 豆腐、みそ 玉ねぎ、わかめ 煮干し、だしパック

午後おやつ チーズトースト 食パン ハム チーズ
牛乳 牛乳

22 昼食 焼きそば 中華麺、油 豚肉、かつお節 キャベツ、玉ねぎ、人参、ピーマン、青のり ソース、酒、塩こしょう
金 中華スープ ごま、ごま油 卵 玉ねぎ、白菜、わかめ シャンタン、塩こしょう

くだもの くだもの
午後おやつ きなこドーナツ ホットケーキ、砂糖、油 きなこ、卵、牛乳 塩

牛乳 牛乳 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

9 昼食 二色ごはん 米、油、砂糖 鶏ミンチ 人参 塩、しょうゆ、みりん、酒
土 みそ汁 じゃがいも みそ 玉ねぎ、小松菜 だしパック

午後おやつ 菓子 菓子
牛乳 牛乳

11 昼食 ごはん 米
25 ホイコーロー 砂糖、油 豚肉、赤みそ、みそ キャベツ、人参、玉ねぎ、ピーマン しょうゆ、みりん、酒
月 ほうれん草のすまし汁 ほうれん草、玉ねぎ、人参、昆布 だしパック、しょうゆ、みりん、酒、塩

午後おやつ スティックパン スティックパン
くだもの くだもの
牛乳 牛乳

12 昼食 パン パン、ジャム
26 チキンカツ パン粉、小麦粉、油、マヨネーズ 鶏肉、卵 塩こしょう、ケチャップ
火 青菜のソテー 油、マーガリン 小松菜、ほうれん草、人参、エリンギ、コーン缶 コンソメ、塩こしょう

もやしスープ 油 もやし、人参、玉ねぎ コンソメ、塩こしょう
午後おやつ お好み焼き お好み焼き粉、油 豚ミンチ、卵、かつお節 キャベツ、ねぎ ソース

牛乳 牛乳
13 昼食 ごはん 米
27 魚の塩焼き 魚 塩、酒
水 高野豆腐の炊き合わせ 高野豆腐、砂糖 人参、しいたけ、いんげん だしパック、しょうゆ、みりん、酒

もずくのみそ汁 麩 みそ もずく、玉ねぎ、人参 煮干し、だしパック
午後おやつ ほうじ茶クッキー 小麦粉、砂糖、マーガリン 卵 お茶の葉、ベーキングパウダー

牛乳 牛乳
材料は都合により変更させていただく場合がございます。

＊3/8（金）お誕生会　　　　メニュー：ミートスパゲティ、エビフライ、添え野菜、オニオンスープ、くだもの　（おやつ）カップケーキ、牛乳
＊毎週月曜日・・・礼拝　　毎週木曜日・・・体育あそび

＊3/27（水）終業礼拝
＊3/23（土）卒園式（家庭保育・療育にご協力ください）
＊3/14（木）おわかれパーティ―　　メニュー：ハヤシライス、フレンチサラダ　　（おやつ）サモサ、牛乳

3月のよていこんだて　　２０１８年度

材         料        名

＊3/28（木）～30（土）空の鳥年度末休園日、野の百合希望保育(新年度準備のため、家庭保育にご協力ください)

日
　
曜

時間帯 献立
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