
令和4年度 2023年３月

日 曜 10時のおやつ ３時のおやつ 日 曜 10時のおやつ ３時のおやつ

麦茶 玄米茶 キャロット 麦茶
チーズ おにぎり ジュース フルーツ

ヨーグルト
288kcal すまし汁 357kcal

トマトジュース 牛乳 牛乳 牛乳
バナナ いちご ごぼうスナック

277kcal 373kcal
牛乳 牛乳
いちご フライドポテト

ももゼリー 492kcal
麦茶 牛乳 牛乳 牛乳
ヨーグルト 丸ぼうろ オレンジ かりんとう

244kcal わかめスープ 354kcal
牛乳 牛乳
りんご かりんとう

麦茶 玄米茶
チーズ おにぎり

（きく組）牛乳 333kcal バナナ 366kcal
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ビスケット 蒸しパン ビスケット りんご

いちご 385kcal 375kcal
バナナ 玄米茶 牛乳 牛乳
豆乳ジュース おにぎり りんご ふかしいも

257kcal みそ汁 356kcal
麦茶 牛乳 麦茶 牛乳
チーズ りんご ヨーグルト 丸ぼうろ

389kcal 237kcal
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
オレンジ きなこドーナツ バナナ あられ

キャベツのみそ汁 424kcal すまし汁 284kcal
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

　くだもの くろぼう クラッカー きな粉
ドーナツ

318kcal みそ汁 450kcal
麦茶 牛乳 麦茶 玄米茶
チーズ ビスケット チーズ おにぎり

フルーツポンチ 431kcal 283kcal
牛乳 牛乳 りんごと 牛乳
クラッカー 肉まんじゅう 人参の バナナ

ジュース
オレンジ 440kcal 409kcal

牛乳 玄米茶 　牛乳 牛乳
バナナ おにぎり オレンジ 肉まんじゅう

290kcal 若竹汁 406kcal
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牛乳 パイン缶

さつまいもの甘煮
28 火

大根サラダ 和風サラダ

麦ごはん 雑穀ごはん

えびフライ りんご
さつま汁

29 水

☆誕生会☆ タンメン
菜の花ごはん ジャーマンポテト

中華サラダ すき焼き風煮

30

31

木

金
ヨーグルト マカロニサラダ

サンドイッチ シーフードカレーライス
ポトフ 大根とハムのサラダ

麻婆うどん 麦ごはん

ビーフカレーライス やきそば
菜の花和え かきたま汁

24 金

高野豆腐の八目煮

27 月

フルーツゼリー くだもの

雑穀ごはん 麦ごはん
大豆の五目煮 魚のみそマヨネーズ焼き

25 土

スティックチーズ チロリアンサラダ

ゆかりごはん 親子丼
肉団子のクリームトマトスープ きゅうりとレタスのサラダ
ブロッコリー炒め すまし汁

すまし汁 キャロットスープ

野菜ラーメン 麦ごはん
かぼちゃの甘煮 煮魚

23 木

卵とじうどん 麦ごはん
たけのこ入り野菜炒め 具だくさんオムレツ

18 土

21

22

火

水

春分の日

くだもの コロコロサラダ

雑穀ごはん
魚のコーンマヨネーズ焼き

20 月

きゅうりのツナ和え きのこスパゲティ

3月の給食だより
                       認定こども園　風浪宮しらさぎ幼稚園

昼食 昼食

スパゲティトマトソース 麦ごはん
イタリアンスープ 魚のホイル焼き

1
りんご カミカミサラダ

　 じゃがいもと厚揚げの煮物
　 みそ汁

卒園式

16 木

きゅうりのマリネ スティックチーズ

ちらし寿司
鶏のからあげ

17 金

手まりふのお吸い物

ガーリックチャーハン ハヤシライス
白身魚と野菜のスープ トマトサラダ

※１０時のおやつは３才未満児のみです。

※３時のおやつはなかよしクラブ、２号・３号認定のみです。

※ ・・・手作りおやつです。

桃の花がよく似合う、ひな祭り、春のお彼岸、卒園の

月です。早いもので、今年度最後の月ですね。苦手

だった食べ物は食べられるようになりましたか？

きく組さん、園での給食、最後までたくさん食べてくだ

さいね。

～３月３日はひな祭り～
女の子の節句として祝われている「ひな祭り」はひな人形

を飾り、桃の花、白酒、ひしもち、あられなどを備える風習

があるます。

●ひしもち・・健やかに育ってほしいという思いを込めて・・
紅・・桃の花の色を表し、魔除けとされていて、くちなしの実で

色づけされています

白・・雪の白として、洗浄の意味を表し、ひしの実を入れ長寿を

願っています

緑・・新芽の色を表し、健康を意味しています。厄除けの力があ

るとされています

３月１３日は『サンドイッチの日』

２個の「サン（３）」が「イッチ（１）」を挟んでいることから決めら

れた日です。

３月２１日は『卵の日』

命を宿す卵は、生命が芽生える春分の日にふさわしいとしてさ

だめられました。

★おすすめレシピ★

イタリアンスープ ５人分
《材料》

昆布（出し用）・・３ｇ 卵・・４０ｇ
バター・・２ｇ ※ 粉チーズ・・４ｇ
人参・・３０ｇ パン粉・・４ｇ
玉葱・・８０ｇ 塩・・４ｇ
ベーコン・・４０ｇ しょうゆ・・５ｇ
キャベツ・・６０ｇ

《作り方》
①昆布だしをとる。
②野菜を食べやすい大きさに切り、バターでさっと炒める。
③②を①のだしに入れて煮る。
④野菜に火が通ったら、※を混ぜたものを少しずつ入れていく。
⑤塩、しょうゆで味つけをする。



令和４年度　３月　離乳食献立表

つぶしがゆ 全がゆ スパゲティトマトスープ つぶしがゆ 全がゆ ごはん

人参のだし煮 野菜のうま煮 イタリアンスープ 白身魚のだし煮 白身魚と玉葱の煮物 魚のホイル焼き

玉葱のだし煮 キャベツと玉葱のスープ りんご じゃがいものだし煮 人参とじゃがいものスープ すまし汁

つぶしがゆ 全がゆ ガーリックチャーハン つぶしがゆ 全がゆ ハヤシライス

大根のだし煮 豆腐と野菜のうま煮 白身魚と野菜のスープ 人参のだし煮 肉じゃが トマトサラダ

白菜のだし煮 大根と玉葱のみそ汁 きゅうりのマリネ 玉葱のだし煮 トマトとレタスのスープ スティックチーズ

つぶしがゆ 全がゆ ちらし寿司 つぶしがゆ 全がゆ ごはん

じゃがいものだし煮 鶏肉の野菜あんかけ 鶏肉の野菜あんかけ 玉葱のだし煮 鶏肉と人参の煮物 具だくさんオムレツ

豆腐のだし煮 豆腐とじゃがいものスープ てまりふのお吸い物 じゃがいものだし煮 じゃがいもと玉葱のスープ わかめスープ

つぶしがゆ くたくたうどん 卵とじうどん つぶしがゆ 全がゆ きのこスパゲティ

キャベツのだし煮 鶏肉と野菜のうま煮 たけのこ入り野菜炒め 玉葱のだし煮 野菜のうま煮 キャロットスープ

人参のだし煮 キャベツと人参のスープ バナナ 人参のだし煮 人参と玉葱のスープ バナナ

つぶしがゆ 全がゆ ごはん つぶしがゆ 全がゆ 親子丼

白身魚のだし煮 煮魚 魚のコーンマヨネーズ焼き 豆腐のだし煮 鶏肉の野菜あんかけ きゅうりとレタスのサラダ

人参のだし煮 豆腐と人参のスープ すまし汁 玉葱のだし煮 豆腐と玉葱のスープ すまし汁

つぶしがゆ 全がゆ ゆかりごはん　　　いちご つぶしがゆ 全がゆ ごはん

じゃがいものだし煮 鶏ひき肉と野菜の煮物 肉団子のトマトクリームスープ 白身魚のだし煮 白身魚と人参の煮物 煮魚

人参のだし煮 ブロッコリーと人参のスープ ブロッコリー炒め かぼちゃのだし煮 かぼちゃとキャベツのみそ汁 みそ汁

つぶしがゆ 全がゆ 野菜ラーメン つぶしがゆ 全がゆ やきそば

かぼちゃのだし煮 豚肉と野菜のうま煮 かぼちゃの甘煮 人参のだし煮 豚肉と野菜の煮物 かきたま汁

玉葱のだし煮 かぼちゃと玉葱のみそ汁 スティックチーズ 玉葱のだし煮 チンゲン菜と玉葱のスープ くだもの

つぶしがゆ 全がゆ ビーフカレーライス つぶしがゆ 全がゆ ごはん

人参のだし煮 牛肉と野菜の煮物 菜の花和え 白身魚のだし煮 白身魚と玉葱の煮物 魚のみそマヨネーズ焼き

じゃがいものだし煮 玉葱とほうれん草のスープ フルーツゼリー 人参のだし煮 豆腐と人参のスープ 若竹汁

つぶしがゆ 全がゆ ごはん つぶしがゆ 全がゆ ごはん

キャベツのだし煮 鶏肉と野菜の煮物 大豆の五目煮 さつまいものだし煮 鶏肉の野菜あんかけ 高野豆腐の八目煮

大根のだし煮 じゃがいもとキャベツのスープ キャベツのみそ汁 白菜のだし煮 さつまいもと玉葱のみそ汁 みそ汁

つぶしがゆ 全がゆ ごはん つぶしがゆ 全がゆ タンメン

白菜のだし煮 豚肉と野菜の煮物 じゃがいもと厚揚げの煮物 じゃがいものだし煮 豚肉と野菜の煮物 ジャーマンポテト

玉葱のだし煮 白菜と人参のみそ汁 みそ汁 キャベツのみそ汁 じゃがいもと玉葱のスープ りんご

つぶしがゆ 全がゆ 菜の花ごはん つぶしがゆ 全がゆ カレーライス

白身魚のだし煮 煮魚 煮魚 大根のだし煮 鶏肉と野菜の煮物 大根とハムのサラダ

人参のだし煮 みそ汁 さつま汁 玉葱のだし煮 大根と玉葱のスープ パイン缶

つぶしがゆ 食パン サンドイッチ つぶしがゆ 全がゆ ごはん
玉葱のだし煮 野菜のうま煮 ポトフ 豆腐のだし煮 牛肉と野菜の煮物 すき焼き風煮
じゃがいものだし煮 玉葱とキャベツのスープ オレンジ　　牛乳 人参のだし煮 小松菜と白菜のみそ汁 すまし汁
つぶしがゆ くたくたうどん 麻婆うどん
豆腐のだし煮 豚肉の野菜あんかけ 中華サラダ
人参のだし煮 もやしと人参のスープ ヨーグルト
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