
熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの
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☆　一日あたりの平均給与量　☆

牛乳、ミニメロンパン

✿人参ロールパン、クリームシチュー、鶏肉
のマーマレード焼き、キャベツサラダ、りん
ご

パン、○米、じゃが芋、
○砂糖

鶏もも肉、牛乳、○豚肉、ウイン
ナー、○ごま、◎ヤクルト

りんご、キャベツ、玉ネギ、胡瓜、マーマ
レード、人参、ブロッコリー、コーン、赤
ピーマン、黄ピーマン

麦茶、✿肉巻きおにぎ
り

豆乳、おしゃぶ
り昆布

ネバネバ丼、みそ汁（かぼちゃ・玉ねぎ）、お
魚ナゲット、白菜とじゃこの青じそ和え、オレ
ンジ

米、○コーンフレーク、
砂糖

○牛乳、豚ひき肉、挽きわり納
豆、みそ、しらす干し、○バ
ター、◎調製豆乳

白菜、オレンジ、もやし、かぼちゃ、玉ネ
ギ、ニラ、人参、ねぎ、水菜、万能ねぎ、
しょうが、◎こんぶ

牛乳、✿玄米フレーク
おこし

牛乳、きなこケーキ

のむヨーグルト きのこうどん、エビシュウマイ、カニカマサラ
ダ、グレープフルーツ

うどん、○さつま芋、欧
風マヨネーズ、○砂
糖、片栗粉

○牛乳、豚肉、かにかまぼこ、
油揚げ、○生クリーム、○卵、
○バター、◎のむヨーグルト

グレープフルーツ、キャベツ、ブロッコ
リー、なめこ、大根、しめじ、えのきた
け、胡瓜、ねぎ、椎茸、人参

牛乳、スイートポテト

豆乳、人参ス
ティック

ごはん、みそ汁（白菜・舞茸）、✿白身魚の
たらこマヨ焼き、切干大根のチャプチェ風、
いちご

米、○小麦粉、○油、
○砂糖、欧風マヨネー
ズ、砂糖、油、ごま油

○牛乳、メルルーサ、豚肉、み
そ、たらこ、○ヨーグルト(無糖)、
◎調製豆乳

いちご、白菜、切り干しだいこん、人参、
ニラ、椎茸、コーン、ねぎ、まいたけ、◎
人参

牛乳、サクサクココア
クッキー

鶏もも肉、○こしあん（生）、たら
こ、ほたて貝柱水煮缶、○きな
粉、ごま、◎牛乳

豆乳 ✿ハヤシライス、白菜のスープ、小松菜とひ
じきのごまサラダ、パイナップル

米、○ホットケーキ粉、
ドレッシング、○油、○
砂糖、油

○牛乳、豚肉(もも)、ベーコン、
○きな粉、ごま、◎調製豆乳

玉ネギ、パイナップル、白菜、こまつな、
人参、マッシュルーム、れんこん、コー
ン、水菜、ひじき

ヤクルト

まめぴよ 和風スパゲッティ、コーンスープ、小松菜と
ツナのサラダ、グレープフルーツ

マカロニ・スパゲ
ティー、ドレッシング

○牛乳、牛乳、ベーコン、ツナ油
漬缶、バター

コーン、グレープフルーツ、ほうれん草、
しめじ、こまつな、玉ネギ、人参、大根、
胡瓜、刻みのり

まめぴよ ✿チキンカレーライス、福神漬け、小松菜の
スープ、コールスローサラダ、パイナップル

米、じゃが芋、欧風マヨ
ネーズ、○砂糖、砂
糖、油

○ヨーグルト(無糖)、鶏もも肉、
牛乳、ハム

キャベツ、パイナップル、玉ネギ、人参、
こまつな、胡瓜、○もも缶、○みかん缶、
○パイン缶、トマト、しめじ、コーン

麦茶、✿フルーツヨー
グルト、クラッカー

のむヨーグルト ごはん、ほうれん草のかき玉汁、さばの塩
焼き、五目金平、いちご

米、○食パン、こんにゃ
く、○欧風マヨネーズ、片
栗粉、砂糖、ごま油

○牛乳、さば、卵、○しらす干
し、ごま、◎のむヨーグルト

いちご、ごぼう、ほうれん草、人参、いん
げん、○あおのり

牛乳、✿じゃこトースト

まめぴよ あんかけ焼きそば、ワンタンスープ、もやし
とささみのサラダ、バナナ

蒸し中華めん、片栗
粉、ごま油、油

○牛乳、豚肉、しばえび、鶏ささ
身、なると

バナナ、白菜、もやし、ブロッコリー、人
参、玉ネギ、筍、ねぎ、チンゲンサイ、胡
瓜、カットわかめ、干し椎茸

牛乳、今川焼き（あん
こ）

豆乳、バナナ
チップス

ごはん、豚汁、鶏肉の塩こうじ焼き、切り干
し大根のおかか和え、オレンジ

米、さといも（冷凍）、板
こんにゃく、ごま油

○牛乳、鶏もも肉、豚肉(もも)、
豆腐、○生クリーム、淡色みそ、
油揚げ、かつお節、◎調製豆乳

オレンジ、こまつな、人参、大根、切り干
しだいこん、ねぎ、ごぼう、◎バナナ（乾
果）

牛乳、✿クリームサン
ドビスケット（ココア）

りんご、大根、ブロッコリー、胡瓜、人
参、椎茸、コーン、しそ、カットわかめ、
しょうが、にんにく、◎大根

≪お彼岸≫麦茶、ぼた
もち

牛乳、大根ス
ティック

たらこご飯、✿わかめスープ、✿鶏肉のから
揚げ、大根とホタテフレークの和風サラダ、
りんご

米、○米、○もち米、
油、片栗粉、ごま油

まめぴよ ≪卒業お祝い献立≫赤飯、けんちん汁、鰆
の西京焼き、春野菜の千草和え、いちご

赤飯、さといも（冷凍）、
ごま油、砂糖

さわら、鶏もも肉、白みそ、豆
腐、油揚げ、ごま

いちご、大根、ほうれん草、ブロッコ
リー、グリーンアスパラガス、人参、なば
な、ごぼう、ねぎ

麦茶、✿プリン、ウエ
ハース

のむヨーグルト ✿野菜入りしょうゆラーメン、焼ギョウザ、鶏
ささみと野菜のごま酢和え、グレープフルー
ツ

中華めん、○さつま
芋、○砂糖、砂糖、ご
ま油

○牛乳、豚肉、鶏ささ身、○生ク
リーム、○卵、○バター、ごま、
◎のむヨーグルト

キャベツ、グレープフルーツ、チンゲンサ
イ、ブロッコリー、人参、ニラ、胡瓜、ねぎ

牛乳、スイートポテト

豆乳、人参ス
ティック

≪誕生会≫カレーピラフ、コロコロスープ、
えびフライ・タルタルソース、ポパイサラダ、
✿みかんゼリー

米、油 ○牛乳、豚ひき肉、鶏もも肉、○
ホイップクリーム、ベーコン、◎
調製豆乳

玉ネギ、ほうれん草、みかん缶、大根、
キャベツ、人参、○いちご、ピーマン、に
んにく、しょうが、◎人参

牛乳、誕生ケーキ（※
純組はホットケーキ）

ヤクルト ✿人参ロールパン、クリームシチュー、鶏肉
のマーマレード焼き、キャベツサラダ、りん
ご

パン、○米、じゃが芋、
○砂糖

鶏もも肉、牛乳、○豚肉、ウイン
ナー、○ごま、◎ヤクルト

りんご、キャベツ、玉ネギ、胡瓜、マーマ
レード、人参、ブロッコリー、コーン、赤
ピーマン、黄ピーマン

麦茶、✿肉巻きおにぎ
り

豆乳、おしゃぶ
り昆布

ネバネバ丼、みそ汁（かぼちゃ・玉ねぎ）、お
魚ナゲット、白菜とじゃこの青じそ和え、オレ
ンジ

牛乳、✿玄米フレーク
おこし

米、○コーンフレーク、
砂糖

○牛乳、豚ひき肉、挽きわり納
豆、みそ、しらす干し、○バ
ター、◎調製豆乳

白菜、オレンジ、もやし、かぼちゃ、玉ネ
ギ、ニラ、人参、ねぎ、水菜、万能ねぎ、
しょうが、◎こんぶ

まめぴよ 五目うどん、肉団子、ブロッコリーとツナの
サラダ、グレープフルーツ

うどん、ドレッシング、
ごま油、砂糖

○牛乳、鶏もも肉、ツナ油漬缶、
油揚げ

グレープフルーツ、大根、ブロッコリー、
人参、キャベツ、こまつな、ねぎ、胡瓜

牛乳、カステラ、ゼリー

牛乳、胡瓜ス
ティック

✿さつまいもカレー、福神漬け、小松菜の
スープ、コールスローサラダ、パイナップル

≪法人一斉避難訓練
≫保存水、ライスクッ
キー（いちご）

米、さつま芋、欧風マヨ
ネーズ、砂糖、油

鶏もも肉、牛乳、ハム、◎牛乳 キャベツ、パイナップル、玉ネギ、人参、
こまつな、胡瓜、トマト、しめじ、コーン、
◎胡瓜

のむヨーグルト ごはん、ほうれん草のかき玉汁、さばの塩
焼き、五目金平、いちご

米、○食パン、こんにゃ
く、○欧風マヨネーズ、片
栗粉、砂糖、ごま油

○牛乳、さば、卵、○しらす干
し、ごま、◎のむヨーグルト

いちご、ごぼう、ほうれん草、人参、いん
げん、○あおのり

牛乳、✿じゃこトースト

令和５年 ３月　給食献立表
日付 10時おやつ 昼食

　　　　　　　　　　　材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

のむヨーグルト ✿八王子ラーメン、焼ギョウザ、鶏ささみと
野菜のごま酢和え、パイナップル

中華めん、○じゃが
芋、○片栗粉、○小麦
粉、ごま油、砂糖

○牛乳、焼き豚、鶏ささ身、なると、
○粉チーズ、○プロセスチーズ、○
バター、ごま、◎のむヨーグルト

パイナップル、もやし、キャベツ、ブロッ
コリー、玉ネギ、胡瓜、コーン、人参

3時おやつ

豆乳、人参ス
ティック

ごはん、みそ汁（白菜・舞茸）、✿白身魚の
たらこマヨ焼き、切干大根のチャプチェ風、り
んご

米、○小麦粉、○油、
○砂糖、欧風マヨネー
ズ、砂糖、油、ごま油

○牛乳、メルルーサ、豚肉、み
そ、たらこ、○ヨーグルト(無糖)、
◎調製豆乳

りんご、白菜、切り干しだいこん、人参、
ニラ、椎茸、コーン、ねぎ、まいたけ、◎
人参

牛乳、サクサクココア
クッキー

まめぴよ たらこスパゲティ、ジュリアンスープ、チキン
ナゲット、ポテトサラダ、バナナ

スパゲティー、じゃが
芋、欧風マヨネーズ、
油

○牛乳、たらこ、ツナ油漬缶、
ベーコン、バター

バナナ、キャベツ、人参、玉ネギ、胡瓜、
コーン、しそ、刻みのり

牛乳、キャラメルソフト
パン

牛乳、人参ス
ティック

≪ひなまつり≫お花のちらし寿司、すまし汁
（大根・手まり麩）、鰆の西京焼き、筑前煮、
いちご

米、さといも（冷凍）、板
こんにゃく、砂糖、手ま
り麩

さわら、鶏もも肉、白みそ、でん
ぶ、かつお節、◎牛乳

いちご、人参、筍、ごぼう、ほうれん草、
なばな、いんげん、糸みつば、絹さや、
干し椎茸、かんぴょう、◎人参

麦茶、（幼児）桜餅、
（乳児）二色ゼリー

牛乳、ポンデケージョ

牛乳、ミートパイ

豆乳、食べる小
魚

ごはん、豚汁、鶏肉の塩こうじ焼き、切り干
し大根のおかか和え、オレンジ

牛乳、✿クリームサン
ドビスケット（ココア）

米、さといも（冷凍）、板
こんにゃく、ごま油

○牛乳、鶏もも肉、豚肉(もも)、豆
腐、○生クリーム、淡色みそ、油揚
げ、かつお節、◎調製豆乳、◎いわ
し(煮干し)

オレンジ、こまつな、人参、大根、切り干
しだいこん、ねぎ、ごぼう

豆乳、胡瓜ス
ティック

≪精進料理≫菜めしご飯、みそ汁（麩・もや
し）、南瓜のコロッケ、白菜ののり和え、りん
ご

牛乳、ブルーベリーマ
フィン※道組は肉まん
（お楽しみ食育のため）

米、○小麦粉、パン
粉、○グラニュー糖、
小麦粉、油、麩

○牛乳、○バター、○卵、みそ、
油揚げ、◎調製豆乳

白菜、かぼちゃ（冷凍）、りんご、人参、もや
し、コーン、キャベツ、○ブルーベリージャム、
胡瓜、刻みのり、こんぶ（だし用）、◎胡瓜

ヤクルト ≪世界の料理：オーストラリア≫ハンバー
ガー、オニオンスープ、コロコロサラダ、グ
レープフルーツ

バーガーパン、パン粉 ○牛乳、豚ひき肉、牛ひき肉、
○豚ひき肉、卵、○卵、チーズ、
◎ヤクルト

玉ネギ、グレープフルーツ、大根、キャ
ベツ、○玉ネギ、コーン、胡瓜、人参

社会福祉法人多摩養育園

光明第八保育園

ｴﾈﾙｷﾞ‐   ﾀﾝﾊﾟｸ質 脂質 ｶﾙｼｳﾑ 鉄 ﾋﾞﾀﾐﾝＡ ﾋﾞﾀﾐﾝB1 ﾋﾞﾀﾐﾝB2  ﾋﾞﾀﾐﾝC

3歳以上児 542kcal   22.5g    19.4g  210mg  2.2mg  190μｇ 0.36mg   0.40mg  42mg

3歳未満児 525kcal   22.1g    18.9g  257mg  2.6mg  171μｇ 0.33mg   0.39mg  36mg

☆食材の都合により献立を変更することがあります。ご了承ください。
☆リクエストメニュー☆

今月の給食には、道組の子どもたちのリクエストメニューを取り入れています。

✿のマークがリクエストメニューです。カレー・ラーメン・クリームサンドビスケット

（ココア）・みかんゼリー・プリン・玄米フレークおこしが人気でした！

☆オリンピックメニュー☆

今月はオーストラリア！定番のハンバーガーと、おやつにミートパイを予定し

ています。お楽しみに☆


