
たかがみねこども園

※入荷の都合等により、献立を変更することがありますがご了承ください。

※だしは、煮干し/昆布/鰹節/鯖節/飛魚/椎茸のいずれかを使用しています。

※料理酒、こしょうを使用する場合があります。

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 ＜お誕生会メニュー＞ 3 ＜ひな祭りメニュー＞ 4

ごはん 米
バターロールパ
ン

ロールパン 散らし寿司
米　しいたけ　にんじん　れんこん　ちりめん
じゃこ　卵　グリンピース　砂糖　塩　酢　しょ
うゆ　油

きつねうどん うどん　油揚げ　ねぎ　だし　みりん　しょうゆ

焼き肉風
牛肉　キャベツ　赤パプリカ　ピーマン　焼肉の
たれ　砂糖　しょうゆ　油 ハンバーグ

合びき肉　たまねぎ　豆腐　おから　卵　パン粉
牛乳　砂糖　塩　ケチャップ　ソース 鶏肉の照焼き 鶏肉　砂糖　しょうゆ

もやしの甘酢和
え

もやし　にんじん　油揚げ　砂糖　酢　しょうゆ
塩

コールスローサ
ラダ

キャベツ　きょうな　コーン　たまねぎ　にんじ
ん　油　酢　塩　しょうゆ　砂糖

ほうれん草のお
浸し

ほうれんそう　にんじん　砂糖　しょうゆ　だし 白菜のごま和え はくさい　にんじん　ごま　砂糖　しょうゆ

ごぼうの味噌汁 ごぼう　たまねぎ　ねぎ　だし　みそ さつま芋スープ
さつまいも　たまねぎ　パセリ　コンソメ　塩
しょうゆ ふのすまし汁 麩　みつば　だし　塩　しょうゆ ふりかけごはん 米　ふりかけ

牛乳 牛乳

ココアプリン 牛乳　ココア　ゼラチン　砂糖　生クリーム

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

りんご りんご　肝油ドロップ 抹茶小豆ケーキ
薄力粉　卵　牛乳　小豆缶　抹茶　ベーキングパ
ウダー　砂糖　油 お菓子 健康志向菓子

6 7 8 ＜かみかみメニュー＞ 9 10 11

ごはん 米
食パン＆いちご
ジャム

食パン　いちごジャム もち麦ごはん 米　もち麦 ぶどうパン ぶどうパン
手作りふりかけ
ごはん

米　煮干し　こんぶ　かつお節　あおのり　ごま
砂糖　しょうゆ ツナ缶ときのこ

のカレーピラフ
米　ツナ缶　たまねぎ　ピーマン　しめじ　コン
ソメ　カレー粉　ケチャップ　しょうゆ　塩手作りぎょうざ（たんぽ

ぽ組：中華風ハンバー
グ）

豚ひき肉　キャベツ　にら　しいたけ　しょうが（た
んぽぽ組：不使用）　ぎょうざの皮（たんぽぽ組：不
使用）　砂糖　塩　しょうゆ　ごま油　油

焼きそば
焼きそばめん　豚肉　キャベツ　にんじん　あお
のり　ソース　油

鮭の塩焼き さけ　塩

チキンソテー・
オニオンソース
がけ

鶏肉　たまねぎ　みりん　砂糖　酢　しょうゆ
片栗粉 鯵の南蛮漬け あじ　薄力粉　砂糖　酢　しょうゆ　油

小松菜のナムル
こまつな　にんじん　ごま　砂糖　塩　しょうゆ
ごま油

チンゲン菜のご
ま和え

チンゲンサイ　にんじん　ごま　砂糖　しょうゆ ごぼうサラダ ごぼう　にんじん　きゅうり　マヨネーズ
ブロッコリーの
おかか和え

ブロッコリー　キャベツ　にんじん　かつお節
砂糖　しょうゆ キャベツサラダ

キャベツ　にんじん　サウザンドアイランドド
レッシング

かぼちゃの味噌
汁

かぼちゃ　きょうな　だし　みそ もやしスープ
もやし　かにかまぼこ　えのきたけ　ねぎ　中華
だし　塩　しょうゆ　ごま油 豚汁

豚肉　はくさい　だいこん　にんじん　油揚げ
ねぎ　だし　みそ

ほうれん草スー
プ

ほうれんそう　にんじん　コーン　コンソメ　塩
しょうゆ かき玉汁 卵　しいたけ　ねぎ　だし　しょうゆ　塩 ポテトスープ

じゃがいも　コーン　パセリ　コンソメ　塩
しょうゆ

牛乳 牛乳 野菜ジュース 野菜ジュース（にんじん＆りんご）／（鉄分プラス） 牛乳 牛乳

ヨーグルト ソフール元気ヨーグルト／（鉄分プラス）

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

セサミクッキー
薄力粉　ごま　卵　マーガリン　ベーキングパウ
ダー　砂糖 お菓子 健康志向菓子　肝油ドロップ

アメリカンドッ
グ

魚肉ソーセージ　卵　牛乳　ホットケーキミック
ス　ケチャップ　油

じゃが芋のポン
デケージョ

じゃがいも　チーズ　牛乳　片栗粉 お菓子 健康志向菓子

13 14 15 16 17 ＜卒園お祝い膳＞ 18

ビーフカレー
（さつま芋のフ
ライ）

米　牛肉　じゃがいも　たまねぎ　にんじん　カ
レールウ　さつまいも　薄力粉　パン粉　油

ごはん 米 ごはん 米
食パン＆マーガ
リン

食パン　マーガリン わかめごはん 米　炊き込みわかめ

卒園式

鶏肉ののり塩炒
め

鶏肉　あおのり　塩
牛肉のすき焼き
風煮

牛肉　たまねぎ　麩　みりん　砂糖　しょうゆ 白身魚のピカタ かれい　卵　薄力粉　塩　ケチャップ トンカツ
豚肉　卵　薄力粉　パン粉　油　ケチャップ
ソース

ひじきサラダ
ひじき　きょうな　赤パプリカ　黄パプリカ　ツ
ナ缶　砂糖　酢　しょうゆ　ごま油 白菜の煮浸し

はくさい　にんじん　油揚げ　だし　みりん
しょうゆ

ほうれん草のツ
ナ和え

ほうれんそう　にんじん　ツナ缶　砂糖　しょう
ゆ

切干大根のカ
レー炒め煮

切り干しだいこん　にんじん　いんげん　コンソ
メ　カレー粉　油

春キャベツのミ
モザ風サラダ

キャベツ　にんじん　卵　マヨネーズ

大根のすまし汁 だいこん　しめじ　ねぎ　だし　塩　しょうゆ
キャベツの味噌
汁

キャベツ　油揚げ　ねぎ　だし　みそ 南瓜ポタージュ
かぼちゃ　たまねぎ　牛乳　生クリーム　砂糖
コンソメ　塩 豆腐のすまし汁 豆腐　かまぼこ　ねぎ　だし　塩　しょうゆ

牛乳 牛乳 ジョア ジョア（乳児組：ヤクルト） 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

肉まん
豚ひき肉　たけのこ　たまねぎ　キャベツ　薄力粉　強力粉　ベー

キングパウダー　ドライイースト　砂糖　しょうゆ　中華だし　油

片栗粉
お菓子 健康志向菓子　肝油ドロップ

バター風味ポテ
ト

さつまいも　バター　砂糖　油 バナナ バナナ　肝油ドロップ メロンパン ホットケーキミックス　卵　マーガリン　砂糖

20 21 22 ＜かみかみメニュー＞ 23 24 25

ごはん 米

春分の日

もち麦ごはん 米　もち麦 ぶどうパン ぶどうパン
手作りふりかけ
ごはん

米　煮干し　こんぶ　かつお節　あおのり　ごま
砂糖　しょうゆ

牛丼 米　牛肉　たまねぎ　だし　砂糖　しょうゆ
手作りぎょうざ（たんぽ
ぽ組：中華風ハンバー
グ）

豚ひき肉　キャベツ　にら　しいたけ　しょうが（た
んぽぽ組：不使用）　ぎょうざの皮（たんぽぽ組：不
使用）　砂糖　塩　しょうゆ　ごま油　油

鮭の塩焼き さけ　塩

チキンソテー・
オニオンソース
がけ

鶏肉　たまねぎ　みりん　砂糖　酢　しょうゆ
片栗粉 鯵の南蛮漬け あじ　薄力粉　砂糖　酢　しょうゆ　油

小松菜のナムル
こまつな　にんじん　ごま　砂糖　塩　しょうゆ
ごま油

チンゲン菜のご
ま和え

チンゲンサイ　にんじん　ごま　砂糖　しょうゆ ごぼうサラダ ごぼう　にんじん　きゅうり　マヨネーズ
ブロッコリーの
おかか和え

ブロッコリー　キャベツ　にんじん　かつお節
砂糖　しょうゆ 白菜のごま和え はくさい　にんじん　ごま　砂糖　しょうゆ

かぼちゃの味噌
汁

かぼちゃ　きょうな　だし　みそ 豚汁
豚肉　はくさい　だいこん　にんじん　油揚げ
ねぎ　だし　みそ

ほうれん草スー
プ

ほうれんそう　にんじん　コーン　コンソメ　塩
しょうゆ かき玉汁 卵　しいたけ　ねぎ　だし　しょうゆ　塩 ふのすまし汁 麩　わかめ　だし　塩　しょうゆ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

ぼたもち 米　もち米（乳児組：もち米不使用）　小豆
きな粉　砂糖　塩

牛乳 牛乳

きな粉蒸しパン
薄力粉　牛乳　卵　きな粉　ベーキングパウダー
砂糖　油 カルピスゼリー カルピス　ゼラチン　砂糖 りんご りんご　肝油ドロップ お菓子 健康志向菓子

27 28 29 30 31

ハヤシライス
（玉子）

米　牛肉　じゃがいも　たまねぎ　にんじん　卵
ハヤシルウ　砂糖　塩　ケチャップ　コンソメ
油

食パン＆いちご
ジャム

食パン　いちごジャム ごはん 米

春季特別保育
（お弁当）

春季特別保育
（お弁当）

焼きそば
焼きそばめん　豚肉　キャベツ　にんじん　あお
のり　ソース　油

焼き肉風
牛肉　キャベツ　赤パプリカ　ピーマン　焼肉の
たれ　砂糖　しょうゆ　油

ひじきサラダ
ひじき　きょうな　赤パプリカ　黄パプリカ　ツ
ナ缶　砂糖　酢　しょうゆ　ごま油

もやしの甘酢和
え

もやし　にんじん　油揚げ　砂糖　酢　しょうゆ
塩

もやしスープ
もやし　かにかまぼこ　えのきたけ　ねぎ　中華
だし　塩　しょうゆ　ごま油 ごぼうの味噌汁 ごぼう　たまねぎ　ねぎ　だし　みそ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

りんごのコンポー
トケーキ

りんご　レモン　バター　牛乳　ヨーグルト　薄
力粉　砂糖　ベーキングパウダー お菓子 健康志向菓子　肝油ドロップ スイートポテト

さつまいも　バター　生クリーム　卵　コンデン
スミルク　砂糖

※月・水・金曜日の３時のおやつは、手作りにしています（曜日を入れ替える場合があります）。

※食物アレルギーの場合、アレルゲン物質の除去もしくは代替品での対応をします。

（医師の診断書を提出してください）

３月の給食献立表

お弁当日

・ う め ： １日
・ ゆ り ： ２２日

※３０日、３１日は申し込み園児全
員お弁当になります。


