
平成 25 年　 3 月　給食献立表
こでまり保育園

赤色 黄色
午前未満児のみ 午後 血や肉を作る食品 体温となる食品

1 行事食：ひな祭り給食 スキムミルク ひしもち色ゼリー 卵 ごはん もやし ミニトマト ねぎ 炊き込みご飯
623Cal ちらし寿司 春巻き 雛あられ ひき肉 雛あられ わかめ きゅうり 人参 野菜サラダ

お花サラダ お吸い物 牛乳 牛乳 小麦粉 みそ汁
2 ごはん 野菜サラダ プチお菓子 パン ひき肉 ごはん　パン 玉ねぎ

500Cal コロッケ コンソメスープ 牛乳 牛乳 じゃが芋 きゅうり

4 ナポリタン パイン チーズ おにぎり ウインナー パスタ ピーマン キャベツ 玉ねぎ 鶏の照り焼き丼
587Cal ツナサラダ 麦茶 ツナ缶 ごはん コーン缶 パイン 人参 ワカメサラダ

コーンスープ きゅうり 豆苗みそ汁
5 人参パン スキムミルク ケーキ 鶏肉 パン キャベツ ミニトマト 人参 ごはん　　みそ汁

551Cal ☆キャベツクリームシチュー 牛乳 牛乳 ケーキ きゅうり 玉ねぎ しめじ 青魚の煮付け
スティック野菜　　ミニトマト じゃが芋 りんご 野菜炒め

6 ☆タコライス風ごはん お魚ソーセージ せんべい　　煮干し ひき肉　煮干し せんべい もやし しめじ 豆苗 ごはん　　みそ汁
669Cal ☆豆苗サラダ バナナ 牛乳 ごはん きゅうり 肉豆腐

もやしスープ 牛乳 チーズ バナナ 浅漬け
7 麦ごはん 大根の味噌汁 いわしっこ 蒸し芋 鰆 ごはん　麦 大根 人参 わけぎ 焼うどん

566Cal 鰆の塩焼き オレンジ スキムミルク じゃが芋 いんげん しいたけ ごま コロッケ
じゃが芋きんぴら スキムミルク さつま芋 オレンジ 白菜スープ

8 玄米パン ワカメスープ スキムミルク ホットケーキ 鶏肉 小麦粉 人参 わかめ ネギ ごはん　　
619Cal チキンのトマト煮 ホットはちみつレモン 玄米パン 玉ねぎ キャベツ コーン缶 ☆ロールキャベツ

コーンサラダ じゃが芋 きゅうり きゅうりサラダ
9 ピラフ コンソメスープ プチお菓子 パン ベーコン ごはん 人参

500Cal 野菜サラダ 果物 牛乳 牛乳 パン 玉ねぎ 果物

11 きつねうどん チーズ フルーツ白玉 油揚げ 上新粉 菜の花 きゅうり 人参 ごはん
511Cal 菜の花入りかき揚げ 麦茶 ウインナー 白玉粉 ねぎ 玉ねぎ わかめ 肉じゃが

きゅうりの胡麻和え かまぼこ うどん ごま 三色酢の物　みそ汁
12 食パン りんご スキムミルク せんべい 豚肉 小麦粉 キャベツ 玉ねぎ りんご

632Cal ハッシュドポーク キウイ カニカマ パン　せんべい 人参

キャベツとカニカマの炒め物 牛乳 牛乳 じゃが芋 コーン缶

13 シーフードカレーライス お魚ソーセージ サンドイッチ いか　牛乳 ごはん 玉ねぎ 人参 もも缶 ごはん　　みそ汁
582Cal コールスローサラダ 牛乳 えび パン きゅうり キャベツ みかん缶 八宝菜

フルーツポンチ ハム じゃが芋 パイン缶 マカロニサラダ
14 ふりかけごはん なめこの味噌汁 いわしっこ クラッカー 鰆 ごはん なめこ れんこん 人参 ☆豆苗パスタ

599Ca 鰆の煮付け チーズ 豆腐 クラッカー ごぼう いんげん 大根 たまごサラダ
根菜の炊き合わせ バナナ　野菜ジュース チーズ ねぎ 野菜スープ

15 ロールパン 豆苗スープ スキムミルク ☆納豆お好み焼き ひき肉 パン きゅうり キャベツ 人参 炊き込みご飯
572Cal メンチカツ 牛乳 納豆 小麦粉 豆苗 玉ねぎ しめじ 野菜サラダ

フレンチサラダ 牛乳 ねぎ みそ汁
16 ごはん 野菜サラダ プチお菓子 パン ひき肉 ごはん　パン 玉ねぎ

500Cal コロッケ コンソメスープ 牛乳 牛乳 じゃが芋 きゅうり

18 ナポリタン パイン チーズ おにぎり ウインナー パスタ ピーマン キャベツ 玉ねぎ 鶏の照り焼き丼
587Cal ツナサラダ 麦茶 ツナ缶 ごはん コーン缶 パイン 人参 ワカメサラダ

コーンスープ きゅうり 豆苗みそ汁
19 卒園児お祝いリクエスト給食 スキムミルク 卒園おめでとう ひき肉 パン きゅうり 人参 玉ねぎ ごはん　　みそ汁
Cal いちごパン シルバーサラダ お祝いデザート 牛乳 春雨 コーン缶 ジャム いちご 青魚の煮付け

煮込みハンバーグ コーンスープ　他 ハム 果物 野菜炒め
21 麦ごはん 大根の味噌汁 いわしっこ 蒸し芋 鰆 ごはん　麦 大根 人参 わけぎ 焼うどん

619Cal 鰆の塩焼き オレンジ スキムミルク じゃが芋 いんげん しいたけ ごま コロッケ
じゃが芋きんぴら スキムミルク さつま芋 オレンジ 白菜スープ

22 玄米パン ワカメスープ スキムミルク ホットケーキ 鶏肉 小麦粉 人参 わかめ ネギ ごはん　　
622Cal チキンのトマト煮 牛乳 牛乳 玄米パン 玉ねぎ キャベツ コーン缶 ☆ロールキャベツ

コーンサラダ じゃが芋 きゅうり きゅうりサラダ
23 調理パン プチお菓子

500Cal りんごジュース
25 きつねうどん チーズ フルーツ白玉 油揚げ 上新粉 菜の花 きゅうり 人参 ごはん

601Cal 菜の花入りかき揚げ 麦茶 ウインナー 白玉粉 ねぎ 玉ねぎ わかめ 肉じゃが
きゅうりの胡麻和え かまぼこ うどん ごま 三色酢の物　みそ汁

26 ごはん じゃが芋の味噌汁 スキムミルク かぼちゃ蒸しパン 鮭 小麦粉 キャベツ ピーマン 玉ねぎ ごはん　コンソメスープ
602Cal 鮭のオーロラソースがけ オレンジ 牛乳 じゃが芋 わけぎ 人参 しめじ 鰆のムニエル

キャベツ炒め 牛乳 ごはん オレンジ ハムサラダ
27 シーフードカレーライス お魚ソーセージ クラッカー いか　牛乳 ごはん 玉ねぎ 人参 もも缶 ごはん　　みそ汁

582Cal コールスローサラダ チーズ えび クラッカー きゅうり キャベツ みかん缶 八宝菜
フルーツポンチ バナナ　野菜ジュース チーズ じゃが芋 パイン缶 マカロニサラダ

28 ふりかけごはん なめこの味噌汁 いわしっこ じゃこトースト 鰆 ごはん なめこ れんこん 人参 ☆豆苗パスタ
567Ca 鰆の煮付け スキムミルク 豆腐 パン ごぼう いんげん 大根 たまごサラダ

根菜の炊き合わせ じゃこ ねぎ 野菜スープ
29 ロールパン 豆苗スープ スキムミルク ☆納豆お好み焼き ひき肉 パン きゅうり キャベツ 人参 炊き込みご飯

633Cal メンチカツ 牛乳 納豆 小麦粉 豆苗 玉ねぎ しめじ 野菜サラダ
フレンチサラダ 牛乳 ねぎ みそ汁

30 ごはん 野菜サラダ プチお菓子 パン ひき肉 ごはん　パン 玉ねぎ

500Cal コロッケ コンソメスープ 牛乳 牛乳 じゃが芋 きゅうり

キャベツ　きゅうり

バナナ

いちご　　みかん缶

☆印は新メニューです。      仕入れ等の都合により変更することがあります。　Cal、食材表示は昼食・おやつになります。
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給食だより	

２月の給食の様子	

答え：キャベツ	  
	

3月ピックアップ食材	
さわら	

鰆→DHCをたくさん含んでいます	
とうみょう	

豆苗→風邪予防に効果的。ビタミン豊富	
キ○○ツ→ビタミン豊富。	
	
	

この野菜なんだ？	

はちみつの日	

サンドイッチの日	

ヒント	
あおむしが大好きな
野菜だよ☆	

2月節分行事食	
給食職員頑張って作り
ました♪♪	

南南東の方角に	
向かって皆で	
ガブゥゥ！	
今年も元気に	
過ごせますように☆	

未満児遠足	

卒園式	

以上児遠足	

３月の給食は楽しみが盛りだくさん！！	
今月もピックアップ食材を中心に旬の物が沢山登場する献立になっています。	
行事食には、ひな祭り給食。また語呂合わせによる記念日食。そして、３月１９日の卒園児お祝い給食で
は、ぞうクラスのリクエストにお答えして、好きな給食のメニューTOP３を提供！！	
３月も楽しい給食の時間になるよう、給食職員一同頑張っていきます☆	
また、３月の給食の様子などは、保育園のブログで配信していきたいと思いますので、そちらも	
ご期待下さい（＾＾）♪	


