
平成31年

【ひなまつり献立】　ひなまつりちらし寿司 かるかん 鮭　卵　鶏肉　あさり 白米　ｺﾝﾆｬｸ　油　砂糖 人参 大根 からし菜 ｺﾞﾎﾞｳ

筑前煮　あさりのみそ汁　果物 牛乳 きざみのり　 上新粉　 ｲﾝｹﾞﾝ 干しｼｲﾀｹ 山芋 果物

鶏そぼろ丼 ビスコ　ミニゼリー 鶏ひき肉 白米　そうめん　 人参　玉ねぎ

そうめん汁　果物 牛乳 牛乳 油　 ﾈｷﾞ　果物

ﾀｹﾉｺと枝豆の炊込みごはん　かぼちゃの天ぷら バナナココアケーキ 豚ﾊﾞﾗ　卵　枝豆 小麦粉　油 人参 玉ねぎ 小松菜 ﾀｹﾉｺ 

なめこのみそ汁　果物 牛乳 ひじき　ﾂﾅ 白米　砂糖 なめこ ｶﾎﾞﾁｬ  ﾈｷﾞ 果物

麦ごはん ししゃもフライ  果物 ポンデケージョ ししゃも　豚肉　木綿豆腐 白米 油 砂糖 小麦粉 押し麦 人参　玉ねぎ　大根　果物

 チキナ-イリチ- 根菜のみそ汁　 牛乳 卵　牛乳　ﾁｰｽﾞ ﾊﾟﾝ粉　片栗粉 じゃが芋 からし菜　ｺﾞﾎﾞｳ　

あわごはん　ﾄﾏﾄｷｯｼｭ　果物 ジャムサンド 豚肉　大豆　ﾚｯﾄﾞｷﾄﾞﾆｰ 白米　じゃが芋　ﾊﾞﾀｰ  ﾄﾏﾄ人参 玉ねぎ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ果物

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾏｯｼｭﾙｰﾑのｿﾃｰ 　ﾋﾞｰﾝｽﾞｽｰﾌﾟ 牛乳 卵　牛乳　ﾁｰｽﾞ 食パン ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ﾎｳﾚﾝ草 ｲﾝｹﾞﾝ

バースデーケーキ 赤魚　卵 プレスハム 白米　小麦粉　油　パン粉 人参 ｷｬﾍﾞﾂ ｷｭｳﾘ 

牛乳 牛乳　ウインナー コーン　じゃが芋 玉ねぎ 黄ﾋﾟｰﾏﾝ

三枚肉そば　 ゆかりしらすおにぎり 豚ﾊﾞﾗ　ｶﾏﾎﾞｺ 沖縄そば　白米　砂糖 人参　ｷｬﾍﾞﾂ　きゅうり

甘酢和え　果物 お茶 しらす ﾈｷﾞ　果物

ドライカレー 豚ﾐﾝﾁ　グリンピース 白米　コーン　油 しめじ　玉ねぎ　人参

ほうれん草とコーンスープ　果物 チーズ ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ほうれん草　果物

ごはん　豚肉のみそ漬焼き さつま芋ケーキ 豚肉　もずく 白米　砂糖　ﾊﾞﾀｰさつま芋 人参　白菜　ニラ　

人参しりしり　もずくスープ　果物 牛乳 ツナ　卵　牛乳 　　ホットケーキミックス 果物

麦ごはん　魚の生姜焼き　ひじき炒め ぜんざい 赤魚 ﾁｷ揚げ しらたき 金時豆 白米　押し麦　塩せんべい 人参　ニラ　大根　小松菜

鶏汁　果物 塩せんべい 油揚げ　鶏肉 ひじき 牛乳 黒糖粉 砂糖　油 果物

ごはん　豆腐ハンバーグ くずもち 合挽肉　卵　大豆　ｱｰｻ 白米　パン粉　ごま　芋くず 玉ねぎ　切干大根　胡瓜

ゴマみそ和え　大根のすまし汁　　果物 牛乳 牛乳　木綿豆腐 きな粉 黒糖粉　砂糖　 人参　大根　果物

麦ごはん　ツナサラダ　果物 スティックフライ 豚肉　大豆　 白米　砂糖　押し麦　 しめじ 玉ねぎ 人参 ﾋﾟｰﾏﾝ 果物

豚肉と大豆のハッシュドポーク　卵スープ 牛乳
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豚肉と大豆のハッシュドポーク　卵スープ 牛乳 ﾂﾅ　卵 牛乳　 さつま芋 ｷｬﾍﾞﾂ 胡瓜 ほうれん草 

ごはん　肉野菜炒め コーンフレーク 豚肉　絹ごし豆腐　ｱｰｻ 白米　ｺｰﾝﾌﾚｰｸ 玉ねぎ ピーマン 人参

ｱｰｻのみそ汁　果物 牛乳 牛乳 ｷｬﾍﾞﾂ　ﾈｷﾞ　果物

あわごはん　チキンポテトグラタン ロッククッキー 鶏肉　ﾁｰｽﾞ 白米 あわ 小麦粉 ﾊﾞﾀｰ 大根 玉ねぎ 人参 ｴﾘﾝｷﾞ

ｴﾘﾝｷﾞとほうれん草ｿﾃｰ　ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ　果物 牛乳 レーズン 牛乳 じゃが芋 コーンフレーク ほうれん草 胡瓜 小松菜 果物

あわごはん　鯖のカレームニエル おやつパン 鯖　枝豆 白米 あわ ﾊﾞﾀｰ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ﾄﾏﾄ 胡瓜 小松菜

チョップドサラダ　小松菜のみそ汁　果物 牛乳 油揚げ　　牛乳 おやつパン 赤ﾋﾟｰﾏﾝ 黄ﾋﾟ-ﾏﾝ 冬瓜 果物　

ﾁｷﾝｶﾚｰﾗｲｽ　スパサラダ チョコチップスコーン 鶏肉　 白米 ｻﾗｽﾊﾟじゃが芋 ﾁｮｺ 人参　玉ねぎ　ほうれん草

えのきのすまし汁　果物 牛乳 牛乳 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ　ﾊﾞﾀｰ　砂糖 ｴﾉｷ 黄ﾋﾟｰﾏﾝ 胡瓜 果物

麦ごはん　豆腐チャンプルー 果物 ゴマケーキ 豚肉　厚揚げ　ﾜｶﾒ　ごま 白米　押し麦　 ｷｬﾍﾞﾂ 玉ねぎ 人参 果物

しらすの和え物 ほうれん草のみそ汁 牛乳 しらす 卵　牛乳　 　ホットケーキミックス 大根 胡瓜 ほうれん草 ｼｲﾀｹ　

チキン野菜丼　 フルーツポンチ 鶏肉　レーズン 白米　じゃが芋　 人参　玉ねぎ　ピーマン

じゃが芋のみそ汁　果物 牛乳 わかめ 果物

ごはん　魚のパン粉焼き　ふろふき大根 さつま芋の天ぷら 赤魚　チーズ　グリンピース 白米　さつま芋　小麦粉 とまと　大根　パセリ

とろろ昆布のすまし汁　果物 牛乳 鶏ミンチ　絹ごし豆腐　牛乳　パン粉　 ネギ　果物

沖縄そば いなりずし 豚バラ　カマボコ　すしあげ 白米　　沖縄そば れんこん　人参　小松菜

根菜の白和え　果物 お茶 豆腐　枝豆 油　砂糖 マヨネーズ 果物

あわごはん　酢豚 マシュマロおこし 豚肉　厚揚げ　 白米　ｵｰﾄﾐｰﾙ　ﾊﾞﾀｰ 玉ねぎ 人参 ﾋﾟｰﾏﾝ 水菜 もやし

白菜サラダ　厚揚げのみそ汁　果物 牛乳 牛乳 油　あわ ｺｰﾝﾌﾚｰｸ 干ｼｲﾀｹ 白菜 長ﾈｷﾞ 果物

ごはん　ミートボール スノーボール 鮭　カニカマ　豚肉 白米 穀米 じゃが芋ﾊﾞﾀｰ 人参 パセリ ごぼう 大根

シーザーサラダ　クラムチャウダ　果物 牛乳 牛乳 ｺｰﾝ　春雨　小麦粉　砂糖 長ネギ　胡瓜　果物

麦ごはん　チキンの唐揚げ プリン 鶏肉　卵　ベーコン　わかめ 白米　押し麦　　油 玉ねぎ　パセリ　胡瓜　人参

きゅうりとわかめの和え物　ﾐﾈｽﾄﾛｰﾈ　果物 クラッカー カニカマ　牛乳 小麦粉　じゃが芋　ﾌﾟﾘﾝ セロリ　トマト　果物

＊3月21日は春分の日でお休みです。
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※食材の都合により献立を変更する事があります。
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