
平成27年2月27日
北平田保育園

エネルギー

熱と力になる（黄） 血や肉や骨になる(赤) 体の調子を整える（緑） （以上児）

鶏肉のごま煮・菜の花和え ごま・砂糖・油 鶏もも肉・卵 こんにゃく・大根・人参・いんげん 　お菓子 E186　F5.3

中華スープ・ぽんかん ごま油 わかめ ほうれん草・アスパラ菜・もやし・ぽんかん 　スポロン P112食塩1.5

ひなまつり つゆ餅・きな粉餅・磯辺餅・ごま和え もち・砂糖 豚モモ肉・油揚げ つきこん・ごぼう・葱・ほうれん草 　ひなあられ
もちつき大会 （未）うどん・バナナ （未）うどん のり・きな粉（未）卵 人参・もやし・きゅうり・(未）バナナ 　麦茶

中華麺・生クリーム 豚モモ肉・卵 ほうれん草・人参・メンマ ★ケーキ E540　F13.2

葱・いちご・みかん 　麦茶 P24.3食塩5.2

つや姫おにぎり・五目ハンバーグ ごはん・パン粉・油 豚ひき肉・チーズ・卵・煮干 玉ねぎ・コーン・白菜・きゅうり

白菜サラダ・ひじき煮・豚汁・バナナ 砂糖・じゃが芋 牛乳・ハム・厚揚げ・味噌人参・つきこん・ごぼう・葱・バナナ

サーモン焼き・ビーフン炒め・みそ汁 油・ごま油・ビーフン 鮭・豚モモ肉・厚揚げ 玉ねぎ・人参・椎茸・ピーマン 　お菓子 E338　F13.6

いよかん 味噌・煮干 白菜・いよかん 　牛乳 P21.0食塩2.0

ブラウンシチュー・ふりかけ・牛乳 じゃが芋・バター 豚モモ肉・牛乳 玉ねぎ・人参・しめじ・バナナ

バナナ 生クリーム

タラのマヨネーズ焼き・ひじき煮 油・マヨネーズ・砂糖 タラ・粉チーズ・大豆 玉ねぎ・パプリカ・ピーマン・りんご 　お菓子 E322　F15.8

かき玉汁・りんご ひじき・薄揚げ・卵・煮干 人参・しらたき・えのき・ほうれん草 　オレンジジュースP18.0食塩1.9

チキン竜田・伴三糸・みそ汁 片栗粉・油・春雨 鶏もも肉・卵・ハム きゅうり・人参・きゃべつ ★マドレーヌ E424　F21.3

オレンジ ごま油・砂糖・ 厚揚げ・味噌・煮干 生姜・オレンジ 　牛乳 P20.3食塩2.1

五目卵焼き・三色和え・チーズ納豆 油・砂糖 チーズ・鶏ひき肉・納豆・味噌 人参・椎茸・葱・もやし・きゃべつ ★ミニおにぎり E　328Ｆ15.9

みそ汁・いちご 卵・わかめ・厚揚げ・煮干いちご 　麦茶 P22.4食塩2.3

赤魚の甘辛揚げ・きもど入り味噌和え片栗粉・油・砂糖・ごま 赤魚・イカ・味噌 きゃべつ・きゅうり・もやし・きもど E312　F12.9

みそ汁・バナナ 豆腐・煮干 こまつ菜・バナナ P16.0食塩2.2

お別れ会 ホットドック・ポテト・いちごムース パン・マヨネーズ・油 ウインナ・ツナ缶 きゃべつ・きゅうり・人参 　お菓子
バス代振替日 ツナサラダ・わかめスープ じゃが芋 わかめ・牛乳 玉ねぎ・コーン・いちご 　牛乳

じゃが芋 豚肉・厚揚げ・味噌 人参・ごぼう・つきこん・葱

牛乳 オレンジ

ぶりの照り焼き・和風サラダ 油 ぶり・ハム・わかめ きゃべつ・きゅうり・えのき・椎茸 　お菓子 E306　F19.8

すまし汁・はっさく 豆腐・昆布・さば節 ほうれん草・みかん・はっさく 　グレープジュースP19.0食塩1.9

ポークシュウマイ・五目きんぴら 油・ごま・砂糖・うどん 豚ひき肉・さつま揚げ 大根・れんこん・人参・ごぼう・デコポン ★ジャムサンド E421　F11.7

うどん汁・デコポン 豚もも肉・厚揚げ・昆布 しらたき・椎茸・ほうれん草・葱 　牛乳 P18.6食塩2.9

鶏の唐揚げ・味付けのり・いちご 片栗粉・油・スパゲティ 鶏もも肉・ハム・のり 玉ねぎ・ピーマン・南瓜 E446　F20.0

スパゲティソテー・かぼちゃのスープ 生クリーム・バター 牛乳 いちご P17.7食塩1.6

マカロニグラタン・大根サラダ マカロニ・バター・油 鶏もも肉・チーズ・のり 玉ねぎ・しめじ・パプリカ・大根・コーン ★蒸しパン E427　F203

のりの佃煮・みそ汁・オレンジ 薄力粉・パン粉・砂糖 豆腐・味噌・煮干 きゅうり・えのき・こまつ菜・オレンジ 　牛乳 P20.3食塩2.6

砂糖・片栗粉 豚モモ肉・うずら卵 人参・白菜・チンゲン菜

牛乳 孟宗・椎茸・りんご

麻婆豆腐・おかか和え・牛乳 片栗粉・油・砂糖 豆腐・豚ひき肉 葱・人参・椎茸・ほうれん草 E300　F12.2

オレンジ かつお節・牛乳 きゃべつ・オレンジ P16.7食塩1.7

クリームシチュー・ツナサラダ じゃが芋・バター・油 鶏もも肉・牛乳・ツナ 玉ねぎ・人参・しめじ・ほうれん草 　お菓子 E336　F10.5

ふりかけ・野菜ジュース・バナナ わかめ きゃべつ・きゅうり・バナナ・野菜ジュース 　牛乳 P15.8食塩2.5

ウインナーの味噌炒め・ブロッコリー じゃが芋・油・ごま油 ウインナー・味噌 ピーマン・ブロッコリー・きゃべつ E470　F25.1

きゃべつスープ・りんご マヨネーズ・砂糖 トマト・玉ねぎ・人参・コーン・りんご P13.4食塩1.7

ポークカレー・きゃべつサラダ じゃが芋・バター・油 豚モモ肉・牛乳・ハム 人参・玉ねぎ・ブロッコリー 　お菓子 E433　F17.6

牛乳・デコポン きゃべつ・コーンデコポン 　アップルジュースＰ17.2食塩1.9

砂糖・油 豚肩肉・豆腐・牛乳 白菜・玉ねぎ・人参・しらたき

葱・椎茸・バナナ

親子煮・ドレッシングサラダ・みそ汁 砂糖・油 鶏もも肉・豆腐・かまぼこ 玉ねぎ・人参・椎茸・きゃべつ 　お菓子 E325　F15.0

いちご わかめ・卵・味噌・煮干・昆布 きゅうり・みかん・いちご 　野菜ジュース P18.9食塩2.5

カレー風肉じゃが・サラダ・みそ汁 じゃが芋・油 豚モモ肉・昆布・ハム 玉ねぎ・人参・しめじ・つきこん E389　F17.4

いちご 厚揚げ・味噌・煮干 きゃべつ・きゅうり・もやし・バナナ P21.4食塩2.3

○お弁当のいらない日　　 ★手作りおやつの日

※発注材料の関係で、一部献立を変更させていただく場合があります。ご了承ください。
　　　　　　　　　　 　今回のメニューを考えてくれたのは、ゆうせいくん

　早いもので、今年度最後の月。あらためて子どもたちは一年間で目覚しく成長して るかちゃん、りゅうまくん、あやみちゃんです。

いくものだと感じます。21日は卒園式ですが、ばら組の子どもたちは、すっかりお兄さん 　年長さんが、サッカー大会のご褒美でもらった
お姉さんの顔になりました。卒園して行く子どもたちは、卒園しても給食のいろんな思い つや姫で、自分達でおにぎりを作ります。

出を胸に、これからの食生活を楽しく健康的に過ごしてほしいと思っています。
　園での給食はこれからも安全で美味しく手作りを心がけ、多くの献立を通して

給食が子どもたちの成長のお手伝いになればと思っています。 　　Qひなまつりのお供え物には雛あられやひし餅などがありますが、

　　　使われている三色が意味していものを選んでみましょう。
　①ピンク　　　　りぼん・桃・ハート　　　　

　子どもたちが自分自身で健康を守り、健全で豊かな食生活を送るための能力 　②白　　　　　　　雪・くも・うどん

つまり「食事の自己管理能力」を育てるのが「食育」です。「食の崩壊」と言われる 　③みどり　　　　かえる・草・ほうれん草

昨今、「食育」の重要性が見直されています。そして、何より「楽しく食べられる」よう

になってほしいと願っています。 　３月は桃の花が咲き、雪が残って地面の草が生える桃の節句の季節
を表現していると言われています。この三色のお菓子を食べることにより

 お家でもできるだけ一緒に料理をしてみませんか？家事や調理の手伝い 自然のエネルギーを授かり、健やかに成長できるという意味もあります。

に興味をもった子どもは、苦手な食べ物の料理にも関心を持てる様になり食

べる機会と量が増えると言われています。また親子間の交流にも役立ちます。 答え１、桃　２、雪　３、草
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