
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。

※　 ３日（水）誕生日会です。

※ １２日（金）お別れ会です。

おやつ(午前) 主食　他

ごはん ごはん、◎せんべい汁、◎ししゃものフライ、◎たくあん 牛乳

ヨーグルト ◎鮭フライ ブロッコリーのサラダ、◎かぼちゃの含め煮、ぽんかん ◎豆腐ケーキ☆

お茶 ごはん ごはん、◎コーンたまごスープ、◎鯖のみそ煮 牛乳・おせんべい

ビスケット 三色お浸し、◎さつま芋サラダ、バナナ ◎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、◎フライドポテト、◎桜もち いちご大福

豆乳 ごはん ごはん、◎かき玉みそ汁、◎ひじき入りハンバーグ クラッカー

おせんべい ◎マカロニサラダ、ほうれん草のり和え、でこぽん ヨーグルト

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、親子煮 牛乳・おせんべい

ビスケット ◎ブロッコリーのカレー和え、◎アンパンマンポテト、バナナ ブルーベリーサンド

お茶 ごはん なめこ汁、とり肉のごま焼き 牛乳・おせんべい

ビスケット ポテトサラダ、ブロッコリー、くだもの ジャムサンド

お茶 ごはん ごはん、◎チキンカレー、◎白菜と大根のサラダ 牛乳

ビスケット ふきの炒め煮、福神漬け、パイナップル ◎コーンマヨトースト☆

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、◎豆腐のキッシュ 牛乳・おせんべい

ビスケット ◎ペンネミート、◎ブロッコリー、バナナ ホイップクリームサンド

お茶 まいたけ ◎まいたけごはん、みそ汁、◎魚の野菜ジュース煮 牛乳

ビスケット ごはん ◎小松菜の納豆和え、かぼちゃのミルク煮、いよかん ◎おからドーナツ☆

豆乳 ごはん ごはん、◎そうめん汁、コーンフレークチキン 牛乳・おせんべい

クラッカー ◎みそ揚げポテト、ほうれん草のごま和え、でこぽん マーブル食パン

お茶 赤飯、きのこのスープ、◎茶碗蒸し、◎ボイルウィンナー 牛乳

ビスケット ◎カレー焼きそば、◎大学ポテト、◎ブロッコリー、ひと口ゼリー、いちご フルーツケーキ

お茶 ごはん ポークカレー、コールスロー 牛乳・おせんべい

クラッカー ブロッコリー、福神漬け、くだもの ブルーベリーサンド

お茶 ごはん ごはん、◎ワンタンスープ、◎鮭フライ 牛乳・おせんべい

ビスケット わかめのサラダ、◎かぼちゃの含め煮、◎ぽんかん フレンチトースト☆
お茶 ごはん ごはん、みそ汁、◎豆腐のカレーあんかけ、◎納豆 牛乳
ビスケット スパツナサラダ、◎ブロッコリー、りんご きなこ蒸しぱん☆
牛乳 ◎枝豆ごはん ◎枝豆ごはん、◎かき玉汁、◎さつま芋の変わり揚げ お茶

おせんべい 切り干し大根の煮物、大豆とひじきのサラダ、いよかん ◎焼きうどん☆

豆乳 ごはん ごはん、◎ラーメン、◎とり肉の唐揚げ 牛乳・おせんべい

クラッカー ◎うどん ◎インデアンサラダ、◎ブロッコリー、ミニトマト、バナナ あんぱん

牛乳 ごはん ◎おにぎり、みそ汁、◎千草やき卵 お茶

おせんべい 筑前煮、ピーマンとじゃこのきんぴら、でこぽん ◎かぼちゃ白玉☆

牛乳 ごはん ごはん、◎豆乳シチュウ、◎うずら卵のベーコン巻き お茶

おせんべい ブロッコリーのごま酢和え、大根のじゃこ炒め、りんご ◎ポパイスパゲティ☆

お茶 ◎ふりかけごはん ごはん、大根汁、◎鮭ボール、◎ふりかけ 牛乳・おせんべい

ビスケット 糸こんにゃくのきんぴら、◎ほうれん草のなめ茸和え、いよかん ジャムサンド

お茶 すき昆布の ◎すき昆布の炊き込みごはん、◎たまごのスープ、◎土佐豆腐 牛乳

ビスケット 炊き込みごはん ◎ひじきとれんこんのサラダ、◎かぼちゃの含め煮、でこぽん キャロットケーキ☆

豆乳 ごはん ごはん、◎カレーうどん、えびと卵の炒め物 牛乳・おせんべい

クラッカー ほうれん草とハムの和え物、◎ごぼうの唐揚げ、バナナ マーブル食パン

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、◎卵焼きの納豆和え 牛乳

ビスケット ◎ポテトみそ炒め、キャベツのごま和え、バナナ ◎りんご風味のポテトパイ☆

お茶 ごはん かき玉汁、とり肉のカレー揚げ
クラッカー スパゲティケチャップ、ブロッコリー、くだもの

牛乳 ごはん ごはん、◎豚汁、◎天ぷら クラッカー

おせんべい ブロッコリーのサラダ、かぼちゃの含め煮、いよかん ◎ゆめヨーグルト

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、鮭の梅みそ焼き 牛乳・おせんべい

おせんべい ◎和風サラダ、カレーきんぴら、りんご ◎カフェオレパン

お茶 ◎しめじ しめじごはん、◎えびそうめん、◎みそチキンカツ 牛乳

ビスケット ごはん さつま芋と人参のグラッセ、ほうれん草とコーンの和え物、いちご ◎がんづき☆
◎ ３月の平均栄養価は次のとおりです。

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）
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主　食　と　副　食 おやつ(午後）

           給   食   だ   よ   り 令和 ３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。



▽ 人気のメニューを紹介します ▽ 
 

保育園では３月にリクエストメニューを実施しています。 

自分の好きなメニューが給食やおやつに出ると大喜び！ 

各クラスで出たリクエストの中から人気が高かったメニューを紹介します。 

 

 

◎ ひじき入りハンバーグ     

  《 材料 ４人分 》                             《 つくり方 》 

  ・豚ひき肉 １００ｇ  ～ タレ ～    ①、玉ねぎ・人参はみじん切りにする。 

  ・玉葱 ４０ｇ  ・醤油   ８ｃｃ       ひじきは水で戻し、豆腐は水気を切っておく。 

  ・人参 １２ｇ  ・砂糖   ８ｇ    ②、ボウルに①、パン粉、卵、ひき肉、片栗粉を入れこねる。 

  ・ひじき ２ｇ  ・みりん  ８ｃｃ    ③、形を整えた②をフライパンで焼く。 

  ・豆腐 ４０ｇ  ・水  ８ｃｃ    ④、鍋にタレの調味料を入れて煮立たせ、タレを作る。 

  ・卵  ４０ｇ                         焼けた③とタレをからませて完成。 

  ・パン粉 ２０ｇ 

  ・片栗粉 ８ｇ 

 

 

 

◎ポパイスパッゲティ― 

 《 材料 ４人分 》                       《 つくり方 》 

  ・スパッゲティ― １００ｇ      ①、スパッゲティ―は３つに折って茹でる。 

  ・ほうれん草  ５０ｇ      ②、ほうれん草は茹でて２センチの長さに切る。 

  ・しめじ  ４０ｇ      ③、しめじは小房に分けておく。 

  ・ベーコン  ２０ｇ      ④、鍋にバターを入れて熱し、ベーコンを炒め②、③を入れて 

  ・バター  ５ｇ        スパゲッティーを入れてよく炒め合わせる。 

  ・醤油  ４ｇ 

  ・塩   少々 

 

 

 

 

◎ハンペンのチーズはさみ揚げ 

《 材料 ４人分 》                        《 つくり方 》 

・はんぺん ２枚       ①、ハンペンの横に切り込みを入れる（袋状になるように） 

・チーズ ２切れ       ②、①の中にチーズを入れる。 

・卵                     ③、小麦粉、卵、パン粉の順につけ油で揚げて完成！ 

・小麦粉     衣      

・パン粉 

・揚げ油 

 

 

 

保育園ではおやつで提供しています。 

旬の寒締めほうれん草を使うと甘味があってより美味しいです！ 

量を増やして食事として出してもいいですね！ 

ハンペンの中身にツナ・玉葱のみじん切り 

マヨネーズを混ぜ入れて揚げても美味しいです！ 

サクサク、ふわふわ食感！お試しください！ 

保育園のリクエストメニューナンバー１でした！ 

ハンバーグの中にひじきも加わり鉄分補給が手軽にできます☆ 

美味しいので試してみて下さい！ 


