
                                        2023 年３月 1 日 

まつぼっくり保育園 

         給食だより                       
例年より寒い冬が終わり、１年も終わりに近づきました。子どもの成長はとても早く、４月に比べてこ

ころもからだも大きく成長し、たくましさや頼もしさが備わってきたように感じます。 

３月は、桃の節句があります。ひな人形を飾り、ひしもちや甘酒などをお供えして子どもの無病息災を

祈る行事ですが、園では 2 月に一足早くひなまつりの行事を行いました。 

行事ごとは、子どもの心やたくさんの感情、知識を育てます。ぜひご家庭でも、ひなあられやひしもち

などひなまつりのお話しをしてあげてください。 

                      

雛人形とは 

    ひな人形とは、立春から 2 月中旬に        私たちが食べている食材は、大まかに分けると、  

    飾り、ひな祭りが終わるとできるだけ       三色の色に分けらます。 
早くしまうのがよいとされています。       赤…主にからだをつくる食べ物 
子どもたちの変わりに病気や事故から      （肉・魚・大豆・貝・卵・乳製品・藻類など） 

守ってくれるとされています。そのため、      緑…主にからだの調子を整える 
元気で幸せになるように願いと込めて       （芋・豆以外の野菜・きのこ・果物） 
お祝いをします。                 黄色…主にエネルギーとなる食べ物 

 （ごはん・パン・めん・芋・油・砂糖）  

                            それぞれ働きが決まっており、子どもの成長を 

               助けています。三食のうち、朝は一日を過ごすた

めのエネルギーが必要になるので、特に黄色の 

食べ物をしっかり食べるようにしましょう 
 
 

         3 月の献立は、りす組の子供たちに、 

                どんな給食がおいしかったか聞きました。 

保育園で人気のお汁です              「ココアクッキーが好き !」「から揚げがいい」   

  かきたま汁                 など、たくさんのリクエストをもらったので 

（４人分）                   できるだけ献立に入れてみました。 

たまねぎ半分・えのき・青ねぎ・卵 1 個          りす組リクエスト 

作り方                      カレイのから揚げ・カレー・ピザ 

出し汁に野菜を入れて火が             ハンバーグ・中華風ココーンスープ 

通ったら、薄口・塩・みりん            から揚げ・シチュー・クッキー・ナムル 

で味をつけ片栗粉でとろみを           私たちが苦手と思っている野菜や魚もあがり、 

つけたら溶いた卵を流し             びっくりしました。           

いれます。                

                                

三食の食べもの 

りんご組の人気メニュー 



こ　 ん　　だ　 て　 ひ 　ょ　 う

玉子とじうどん ごはん さつまいもごはん 鶏ごぼうごはん 大豆ごはん 野菜ラーメン チキンライス ごはん 親子丼 玉子サンド ごはん わかめごはん ロールパン
じゃがいもうま煮 チキンカツ 鮭の塩麴焼き みそ汁 カレイの煮つけ ジャーマンポテト ハンバーグ カレイのから揚げ ひじきサラダ ミネストローネ 鮭の塩焼き から揚げ バーベキューチキン
バナナ 海藻サラダ 納豆和え オレンジ 白和え りんご チーズサラダ 酢の物 みそ汁 オレンジ 小松菜煮びたし あっさり漬け ペンネサラダ

みそ汁 和風スープ 豚汁 コンソメスープ さつま汁 バナナ かき玉汁 みそ汁 ポトフ
みかん グレープフルーツ キウイ みかん オレンジ みかん バナナ りんご

うどん 100 白米 45 白米 45 白米 50 白米 45 中華麺 85 白米 45 白米 45 白米 50 食パン 40 白米 45 白米 45 ロールパン 40

卵 30 さつまいも 10 鶏肉 15 大豆水煮 15 豚肉 15 ウインナー 5 押し麦 8 卵 30 わかめ　白ごま
鶏肉 15 鶏肉 40 黒ごま 油揚げ 5 なると 6 にんじん　たまねぎ 5 カレイ 40 鶏肉 15 きゅうり 10 鮭 40 鶏肉 30

材 わかめ 2 小麦粉　パン粉 にんじん 10 カレイ 40 キャベツ 20 卵（りんご組） 10 薄口　みりん たまねぎ 20 マヨドレ　塩　胡椒　だいこん 20 鶏肉 40 じゃがいも 30

料 はくさい 20 卵　油 鮭 40 ごぼう 8 たまねぎ 10 たまねぎ 15 ケチャップ 片栗粉　油 汁麩 3 ポン酢 薄口　みりん　酒 片栗粉　油
名 たまねぎ 15 中濃ソース 塩麴　 三つ葉 4 濃口　砂糖　酒 にんじん 15 三つ葉 3 ウインナー 8 片栗粉　油 濃口　砂糖　

えのき 10 薄口　みりん もやし 10 合挽きミンチ 30 ちくわ 6 卵 30 ブロッコリー　 15 油揚げ 5 ケチャップ
青ねぎ 4 豆腐 20 納豆 5 豆腐 20 ニラ 5 豆腐 15 油揚げ 5 薄口　砂糖 にんじん 15 糸こんにゃく 10 ほうれん草 15

薄口　みりん わかめ 2 卵 10 わかめ 2 こんにゃく 6 鶏がら　薄口　塩 たまねぎ 15 わかめ 2 たまねぎ 15 小松菜 15 はくさい 25 ペンネ 5

海藻 8 ほうれん草 15 豆腐 20 ほうれん草 20 卵　パン粉　 きゅうり 15 ちくわ 6 じゃがいも 15 たまねぎ 15 にんじん 10 ツナ 6

平天 6 きゅうり 15 はくさい 15 たまねぎ 15 にんじん 15 ウインナー 8 ケチャップ　ウスター 酢　砂糖　薄口 ひじき 2 トマトピューレ 14 にんじん 10 塩昆布　めんつゆ キャベツ 15

こんにゃく 6 青じそドレッシング にんじん 10 えのき 10 干ししいたけ 2 じゃがいも 25 にんじん 15 ケチャップ 薄口　砂糖 きゅうり 10

じゃがいも 30 めんつゆ かぼちゃ 15 濃口　砂糖　みそ たまねぎ 20 チーズ　ツナ 5 鶏肉 10 枝豆 10 豆腐 20 マヨドレ
にんじん 15 油揚げ 5 みそ 5 ねりごま コーン 8 ブロッコリー 15 はくさい 15 濃口　砂糖 卵 20 油揚げ 5

たまねぎ 15 たまねぎ 10 鶏ミンチ 10 コンソメ きゅうり 10 たまねぎ 10 マヨドレ たまねぎ 15 キャベツ 15 ウインナー 8

いんげん 5 にんじん 10 わかめ 2 豚肉 10 にんじん 10 にんじん 10 えのき 10 たまねぎ 10 ブロッコリー 15

薄口　砂糖 小松菜 15 えのき 10 たまねぎ 10 酢　砂糖　薄口 さつまいも 15 豆腐 15 青ねぎ 4 えのき 10 たまねぎ 10

みそ 5 だいこん 15 にんじん 10 青ねぎ 4 小松菜 15 豆腐 20 みそ 5 にんじん 10

たまねぎ 10 ごぼう 8 コーン 8 みそ 5 たまねぎ 10 薄口　みりん　塩 大豆水煮 10

豆腐 15 はくさい 15 キャベツ 15 えのき 10 コンソメ
青ねぎ 4 みそ 5 たまねぎ 15 かぼちゃ 15

薄口　みりん　塩 コンソメ みそ 5

ゆかりごはん ナポリタン 鶏そぼろちらし ごはん ロールパン そばめし チキンライス ごはん ごはん カレーうどん 鮭チャーハン
ブリの照り焼き ツナマヨ焼き みそ汁 サバのゆず味噌焼 春野菜シチュー もやしの中華サラダ コンソメスープ つくねバーグ タラのカレー揚げ 春野菜サラダ ほうれん草ナムル
ささみサラダ コンソメスープ オレンジ 五目煮豆 ダイスサラダ 中華風コーンスープ オレンジ うめおかか和え 豆腐サラダ りんご ワンタンスープ
みそ汁 キウイ けんちん汁 りんご オレンジ バナナ みそ汁 みそ汁 クリームスープ バナナ
オレンジ グレープフルーツ グレープフルーツ バナナ オレンジ
白米 45 スパゲティ 35 白米 50 白米 45 ロールパン 40 白米 20 白米 50 白米 50 白米 45 白米 45 うどん 100 ロールパン 40 白米 50

ゆかり　白ごま ウインナー 10 酢　砂糖　塩 中華麺 30 鮭 30 鶏肉 10 豚肉 15 鮭 30

たまねぎ 20 鶏ミンチ 15 サバ 40 鶏肉 15 豚肉 15 油揚げ 4 たまねぎ 10 鶏ミンチ 30 タラ 40 油揚げ 5 鶏肉 40 たまねぎ 15

材 ブリ 40 にんじん 20 たまねぎ 15 ゆず　みそ　砂糖 キャベツ 30 キャベツ 20 にんじん 10 にんじん 10 たまねぎ 15 薄口　砂糖　酒 だいこん 20 ヨーグルト　砂糖 コーン 8

料 濃口　砂糖　酒 ピーマン 6 薄口　砂糖　生姜 酒 たまねぎ 20 たまねぎ 15 ごぼう 8 コーン 5 にんじん 10 カレー粉　小麦粉 たまねぎ 15 薄口　ケチャップ 青ねぎ 5

名 ケチャップ にんじん 10 にんじん 20 にんじん 15 しめじ 8 ピーマン 5 大葉 1 片栗粉　油 えのき 10 6 鶏がら　薄口　塩
ささみ 8 ちくわ 5 ちくわ 6 じゃがいも 30 焼きそばソース 三つ葉 3 ケチャップ 卵　パン粉　みそ 青ねぎ 8 ツナ 30

キャベツ 15 ツナ 6 卵　 20 大豆水煮 15 スナップエンドウ 5 青のり 薄口　みりん コンソメ 濃口　砂糖 豆腐 20 カレールウ じゃがいも 15 ほうれん草 20

にんじん 10 じゃがいも 20 白ごま だいこん 15 牛乳 30 わかめ 2 薄口　みりん きゅうり 15 にんじん 15

きゅうり 15 ブロッコリー 15 にんじん 15 シチュールゥ ハム 6 豚肉 10 ウインナー 8 梅干し 1 きゅうり 15 にんじん もやし 20

胡麻ドレッシング コーン 8 わかめ 2 いんげん 5 もやし 10 糸こんにゃく 10 ブロッコリー 15 キャベツ 20 トマト 10 カニカマぼこ 6 マヨドレ 鶏がら　濃口　
マヨドレ 豆腐 20 昆布 ツナ 6 にんじん 15 じゃがいも 20 たまねぎ 15 にんじん 10 青じそドレッシング キャベツ 20 ごま油

油揚げ 5 たまねぎ 10 薄口　砂糖 だいこん 20 きゅうり 15 たまねぎ 15 にんじん 15 きゅうり 15 たまねぎ 10 ウインナー 6

小松菜 15 卵 20 えのき 10 にんじん 15 酢　砂糖　薄口 にんじん 15 大豆水煮 10 かつお節 油揚げ 5 きゅうり 10 ブロッコリー 15 豚ミンチ 8

たまねぎ 10 きゃべつ 15 かぼちゃ 15 鶏肉 10 きゅうり 15 ごま油 いんげん 5 じゃがいも 15 めんつゆ はくさい 15 スナップエンドウ 5 たまねぎ 15 ワンタン 5

にんじん 10 たまねぎ 10 みそ 5 豆腐 15 枝豆 10 薄口　砂糖 コンソメ　 たまねぎ 10 マヨドレ にんじん 15 チンゲン菜 15

さつまいも 15 にんじん 10 たまねぎ 10 酢　砂糖　薄口 卵 20 豆腐 15 にんじん 10 牛乳 30 たまねぎ 10

みそ 5 大豆水煮 10 にんじん 10 たまねぎ 10 わかめ 2 油揚げ 5 さつまいも 15 シチュールゥ えのき 10
コンソメ こんにゃく 6 えのき 10 豆腐 20 たまねぎ 10 青ねぎ 4 鶏がら　薄口　塩

青ねぎ 4 コーンクリーム 5 たまねぎ 15 かぼちゃ 15 みそ 5

薄口　みりん　塩 青ねぎ 5 えのき 10 みそ 5

鶏がら　薄口　塩 みそ 5

★おしらせ★ 都合によりメニューを変更することがあります 各納入業者より安全性が証明された食材のみを使用しております
おやつの牛乳は乳児１００ml　幼児は１５０mlで提供しております １～２歳児の給食は表記している献立の×０,８倍の量で提供しています

★行事★ ２日（木）うめ・かきあるけ保育　　８（水）誕生日会・お別れ会　　１６日（木）卒園式

フルーツゼリー お菓子クッキー

2023年3月

１７（金）

鮭おにぎり

お菓子 プリン

お菓子 カステラ風 お菓子 コーンマヨトースト

１６（木）

鮭の炊き込みご飯
肉じゃが
みそ汁

２５（土） ２７（月）

コーンフレークバー

１１（土） １３（月） １４（火） １５（水）

２８（火） ２９（水） ３０（木） ３1（金）

おかかおにぎり 麩のラスク ひなあられ お菓子 お菓子 メロンパンクッキー

まつぼっくり保育園

1（水） 2（木） ３（金） ４（土） ６（月） ７（火） ８（水） ９（木） １０（金）

さつまいもきんとん お菓子

１８（土） ２０（月） ２２（水） ２３（木） ２４（金）

お菓子お菓子 お菓子のり塩ポテト

たぬきおにぎり 誕生日ケーキ お菓子

ロールパン
タンドリーチキン
ポテトサラダ



１（水）おかかおにぎり ２（木）麩のラスク ７（火）たぬきおにぎり ８（水）誕生日ケーキ
白米 35 汁麩 5 白米 35 シートスポンジ 20
かつお節 1 バター 4 天かす 2 ホイップ 20
塩昆布 1 砂糖 4 青ねぎ 2 いちご 10
めんつゆ めんつゆ
白ごま

１０（金）さつまいもきんとん １３（月）メロンパンクッキー １５（水）プリン １７（金）カステラ風
さつまいも 40 ホットケーキミックス 15 プリンミックス 30 ホットケーキミックス 15
生クリーム 5 卵 10 牛乳 20 卵 30
バター 5 油 3 ホイップ 10 はちみつ 5
砂糖 2 砂糖 4 バター 9

グラニュー糖 砂糖 6

２０（月）コーンマヨトースト ２２（水）クッキー ２３（木）のり塩ポテト ２７（月）コーンフレークバー
食パン 30 小麦粉 15 じゃがいも 40 コーンフレーク 8
コーン 8 片栗粉 5 片栗粉 マシュマロ 8
たまねぎ 5 砂糖 4 油 バター 4
パセリ バター 9 青のり　塩
チーズ　５　　マヨドレ ココアパウダー

２９（水）鮭おにぎり 30（木）フルーツゼリー
白米 35 ゼリーミックス 15
鮭 20
白ごま 1

まつぼっくり保育園

3月　手作りおやつ
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