
給食目標：給食をふりかえってみましょう

内　　　容：落ち着いて食事が出来るようになったでしょうか。

　　　　　　　好き嫌いがなくなったでしようか。

　　　　　　　食事の準備や後始末がよく出来るようになったでしょうか。

※　 ４日（水）誕生日会です。

※ １３日（金）お別れ会です。

※ ２１日（土）卒園式です。（さくら組・たんぽぽ組が参加します。）

おやつ(午前) 主食　他

お茶 ごはん ごはん、◎里芋のみそシチュウ、◎うずら卵のベーコン巻き 牛乳

ビスケット りんごサラダ、◎枝豆、◎バナナ ◎きなこトースト☆

豆乳 ごはん ごはん、みそ汁、◎鯖の野菜ジュース煮 牛乳・おせんべい

クラッカー ほうれん草納豆和え、◎元気きんぴら、◎ぽんかん ◎クッキーパン

お茶 ちらし寿司、お麩のすまし汁、◎とり肉のレモンソース和え、◎ブロッコリー 牛乳・ひなあられ

おせんべい ◎お煮しめ、◎ヨーグルトサラダ、菜の花和え、◎いちご 桜もち

豆乳 ごはん ごはん、みそ汁、◎ピザハンバーグ 牛乳・クラッカー

おせんべい れんこんサラダ、小松菜のお浸し、◎りんご ホイップクリームサンド

お茶 ごはん ごはん、◎そうめん汁、千草やき卵 牛乳

ビスケット 筑前煮、◎ほうれん草とベーコンのソテー、◎いよかん ◎がんづき☆

お茶 ごはん ポークカレー、コールスロー お茶・クラッカー

ビスケット ブロッコリー、福神漬、バナナ ジャムサンド

お茶 ごはん ごはん、◎ワンタンスープ、◎ししゃも磯辺揚げ 牛乳

ビスケット ◎鮭磯辺揚げ ブロッコリーのカレー和え、かぼちゃのミルク煮、◎でこぽん ◎ココアバナナケーキ☆

豆乳 ごはん ごはん、みそ汁、◎ハンペンのチーズはさみ揚げ 牛乳・おせんべい

クラッカー ひじき炒め煮、◎ブロッコリー、◎りんご ◎チョコレートサンド

お茶 さくら組 ◎昆布の炊き込みごはん、◎かぶのスープ、◎おからハンバーグ ◎りんごジュース

ビスケット リクエスト ◎きゅうりの中華和え、◎スナップエンド、◎バナナ ◎えびトースト

豆乳 ごはん ごはん、◎えびそうめん、◎とり肉のオレンジ焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー 小松菜と油あげの煮びたし、ひじきサラダ、◎いよかん ◎ブルーベリーサンド

お茶 小豆ごはん 小豆おにぎり、◎きのこのスープ、◎ミックスピザ、◎フライドポテト クラッカー

ビスケット 焼き肉サラダ、◎カレー焼きそば、ミニトマト、フルーツ盛り合わせ ◎フルーツゼリー☆

お茶 ごはん ごはん、なめこ汁、親子煮 お茶・おせんべい

クラッカー ほうれん草ごま和え、かぼちゃの含め煮、バナナ フレンチトースト

お茶 たんぽぽ組 ごはん、◎せんべい汁、◎ししゃものから揚げ 牛乳

ビスケット リクエスト ◎マカロニサラダ、◎ブロッコリー、◎でこぽん ◎りんごのガレット☆
豆乳 ごはん ごはん、大根汁、◎鮭の西京焼き、◎納豆 牛乳・おせんべい
クラッカー ◎じゃが芋のカレー炒め、ほうれん草とちくわのお浸し、◎りんご ◎カフェオレパン
お茶 まいたけごはん まいたけごはん、◎かき玉みそ汁、◎さつま芋の変わり揚げ お茶

クラッカー 切り干し大根とひじきの煮物、ブロッコリーサラダ、◎いよかん ◎のこのこスパゲティ☆

豆乳 ごはん ごはん、◎ラーメン、◎なすと豚肉のしょうが焼き おせんべい

クラッカー ◎うどん きゃべつのごま和え、◎インデアンサラダ、◎バナナ ◎プリン

牛乳 ごはん ごはん、◎ポークカレー、ブロッコリーのごま酢和え ◎オレンジジュース

おせんべい ◎れんこんのきんぴら、福神漬、◎りんご バターロール

豆乳 すみれ組 ごはん、◎うどん、◎納豆のかき揚げ 牛乳

クラッカー リクエスト ◎なすのみそ炒め、◎かぼちゃのそぼろあんかけ、◎バナナ ◎野菜サンド

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、親子煮 クラッカー

ビスケット ◎アンパンマンポテト、◎ブロッコリーソテー、◎バナナ いちごヨーグルト

豆乳 ちゅうりっぷ組 ごはん、◎豆腐の汁、◎とり肉の梅しょうゆ焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー リクエスト ◎かぼちゃの含め煮、◎白菜と大根のサラダ、◎でこぽん マーブル食パン

牛乳 チキンライス ◎チキンライス、◎みそ汁、豆腐の松風焼き お茶

おせんべい ◎オクラとキャベツのごま和え、ポパイサラダ、◎りんご カナッペ

お茶 ごはん チキンカレー、和風サラダ

おせんべい ブロッコリー、福神漬、バナナ

牛乳 もも組 ◎おにぎり、◎カレーうどん、◎とり肉のから揚げ お茶

おせんべい リクエスト ◎にぎやかきんぴら、◎かぼちゃの含め煮、◎バナナ ◎きなこ団子☆

豆乳 ごはん ごはん、大根汁、◎鮭ボール、ふりかけ 牛乳・おせんべい

クラッカー ◎ペンネミート、◎ブロッコリー、◎パイナップル ◎あんぱん
◎ ３月の平均栄養価は次のとおりです。

紅白餅

31 火

３歳以上児　　：　　エネルギー　（573kcal)　　・たんぱく質　（20.0g）　・脂質　（17.3g）　・カルシウム　（308g）　・食塩　（1.7g）
３歳未満児　　：　　エネルギー　（531kcal)　　・たんぱく質　（17.9g）　・脂質　（16.1g）　・カルシウム　（282g）　・食塩　（1.5g）

27 金

28 土

23 月

30 月

24 火

25 水

26 木

18 水

19 木

21 土

14 土

16 月

17 火

11 水

12 木

13 金

7 土

9 月

10 火

4 水

5 木

6 金

全　　　　　　　児　　　　　　の　　　　　　　献　　　　　　　立
主　食　と　副　食 おやつ(午後）

2 月

3 火

日付 曜日
未満児の献立

           給   食   だ   よ   り 令和 ２年 ３月

久 慈 保 育 園

　　　　給 　 食 　 献　  立　  表　
☆印・・手作りおやつ、◎印・・リクエストです。

今月の給食は全クラスからのリクエ
ストをメニューに取り入れています。

子供達は卒園・進級と節目の季節
を迎えます。心も体も見違えるように
育ち、一人ひとりの成長をうれしく感
じる春三月です。



 

 

 

さくら組さんありがとう 
 

 

 

３月１３日（金）保育園のホールでお別れ会をします。 

 

お別れ会では・・さくら組さんからもも組さんがホールに集まり出し物や 

プレゼント交換をします。 

会食会では・・“ありがとう”の気持ちを込めて、たんぽぽ組さんが『ミックスピザ』、 

すみれ組さんが『おにぎり』作りをします。 

さくら組さんは、フルーツが沢山入ったゼリーを感謝の気持ちを込めて作ります。 

        

 

 

 

 

 

    リクエストメニュー          ・ー・・ー・・ー・・ー・ 

 

とり肉のレモンソース和え   ※3/13（金）お別れ会の会食にでます。    人気№１です！ 

 

《 材料 ４人分 》         《 作り方 》 

 ・とり肉 （唐揚げ用） 120g     ①、から揚げ用の肉にかるく、塩・こしょうで下味をつけておき、 

 ・片栗粉        12ｇ       片栗粉をまぶし、熱した油で揚げておく。 

 ・あげ油               ②、レモンタレを作る 

 ・レモン汁              2 ㏄        鍋にレモン汁、砂糖、醤油を入れ砂糖を煮溶かしてタレが完成 

 ・砂糖                 8g        （濃いようなら、水を少し加えると良い） 

 ・醤油            6 ㏄           ③、出来たから揚げと②のレモンタレをからめて出来上がり。 

           

 

えびトースト （さくら・たんぽぽ組のリクエストメニューです）※3/11（水）おやつにでます。 

《 材料 ４人分 》         《 作り方 》 

 ・食パン    ４枚         ①、食パンにマーガリンをぬる。 

 ・マーガリン  適量         ②、①の上に桜えびを乗せ、マヨネーズをかける。 

 ・桜えび    10ｇ         ③、トースターできつね色になるまで焼く。 

 ・マヨネーズ  適量         ④、食べやすい大きさに切って完成！！ 

   

・ー・・ー・・ー・・ー・・ー・・ー・ 


