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～食事のマナー～
家族やお友達、たくさんの人と囲む食卓はとて
も楽しいものです。その食卓での時間を気持ち
よく過ごす為にも「食事マナー」はとても大切で
す。お互いに気を使う事で食事のワンシーンは
より良いものに変わっていきます。どんな食卓
が楽しいか一緒に考えてみましょう☆

1

ご飯（胚芽）
ミネストローネ
ひじきハンバーグ
キャベツサラダ

【赤】牛乳,豚肉,豚ひき肉,鶏ﾚﾊﾞｰ,ｹﾞﾝｷﾐﾙｸ,豚肉
【黄】野菜入りソフトせんべい,胚芽米,じゃが芋,砂糖
【緑】にんじん,玉ねぎ,ﾄﾏﾄ,ひじき,キャベツ,みかん,しい
たけ,ｶﾗｼﾅ

木
2

麦ご飯（胚が米）
みそ汁(ｼﾞｬｶﾞｲﾓ・ねぎ)
チキンママレード煮
パパイヤイリチー(ツナ）
プルーン

【赤】成鶏・手羽-生,まぐろ・缶詰水煮ﾌﾚｰｸ・ﾎﾜｲﾄ,EM
牛乳
【黄】胚芽米,おし麦,じゃが芋,やま芋,砂糖
【緑】ﾈｷﾞ,ｵﾚﾝｼﾞ・ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ,ﾊﾟﾊﾟｲｱ,にんじん,ﾆﾗ,ﾌﾟﾙｰﾝ

7

【赤】キングクリップ,鶏ひき肉,ｹﾞﾝｷﾐﾙｸ
【黄】胚芽米,さつま芋,三温糖
【緑】ﾊﾞﾅﾅ,大根,ﾜｶﾒ,あおのり-素干し,ごぼう,にんじん,
さやいんげん,タンゼロ

ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳) さつまいもクッキー

EM酪農牛乳 人参のかるかんｶｯﾌﾟｹｰｷ

13 麦ご飯（胚が米）
みそ汁(大根･ﾜｶﾒ)
八宝菜
オレンジ
【赤】沖縄豆腐,豚肉,うずら卵・水煮缶,ｹﾞﾝｷﾐﾙｸ,脱脂粉
乳,鶏卵
【黄】ビスケット,胚芽米,おし麦,三温糖,砂糖,バター
【緑】とうがん,ﾜｶﾒ,はくさい,にんじん,玉ねぎ,しいたけ,た
けのこ,ﾋﾟｰﾏﾝ,オレンジ,かぼちゃ,ﾊﾞﾅﾅ

14 グリンピースご飯
絹ごしすまし汁(小松菜)
鯖の味噌煮（玉ネギ）
野菜炒め（もやしひじき）
バナナ

ミルミル(ﾋﾞﾌｨｽﾞｽ菌)
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春分の日

ご飯（胚芽）
みそ汁（ｷｬﾍﾞﾂ・ねぎ）
炒り豆腐
カレー風味のサラダ
オレンジ

【赤】豆乳（ココア）,沖縄豆腐,鶏ひき肉,鶏卵,ｹﾞﾝｷﾐﾙｸ,
牛乳
【黄】胚芽米,こんにゃく・しらたき,三温糖,砂糖
【緑】キャベツ,ﾈｷﾞ,しいたけ,にんじん,玉ねぎ,ﾓﾔｼ,きゅ
うり,タンゼロ,あおさ
EM酪農牛乳 アーサカステラ

あわご飯(胚芽米）
もずくスープ
炒りどり
レタスの和え物（おかか）
バナナ

【赤】ﾁｰｽﾞ,沖縄豆腐,鶏肉,ジョア（いちご）,鶏卵,さくらえ
び・煮干し,ﾂﾅ缶
【黄】胚芽米,さといも-冷凍
【緑】沖縄もずく,ﾈｷﾞ,にんじん,ごぼう,たけのこ・水煮缶,
しいたけ,さやいんげん,レタス,ﾓﾔｼ,ﾊﾞﾅﾅ,キャベツ,あお
のり
ジョア（いちご） お好み焼き

15
誕
生
会

お弁当の日
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あずきご飯（胚芽）
鮭の北海汁
フーイリチー（卵・豚）
チーズで鉄

【赤】牛乳,べにざけ,豚肉,鶏卵,ﾂﾅ缶
【黄】野菜入りソフトせんべい,胚芽米,もち米,ふ
【緑】大根・根-生,にんじん,根深ねぎ,ﾓﾔｼ,キャベツ,沖
縄もずく,ﾆﾗ

ジョア（ﾌﾟﾚｰﾝ） もずく入りひらやちー

ご飯（胚芽）
冬瓜カレー汁
ごぼう入り鶏つくね
ほうれん草とひじきの白和え
プチトマト

【赤】牛乳,豚肉,油揚げ,鶏ひき肉,鶏ﾚﾊﾞｰ,沖縄豆腐,み
どり調整豆乳
【黄】胚芽米,ごま,砂糖,食パン,バター,ゴマペースト,黒
砂糖
【緑】とうがん,さやいんげん,ごぼう,にんじん,ほうれんそ
う,ひじき,ﾄﾏﾄ

16 きのこスパゲティ
みそ汁(水菜油あげ)
しらすのサラダ
いよかん

【赤】ﾁｰｽﾞ,豆腐,ホキ-生,豚ひき肉
【黄】胚芽米,三温糖,おし麦,黒砂糖,白玉粉
【緑】なめこ-生,ﾈｷﾞ,にんじん,ﾓﾔｼ,ブロッコリー-生,いよ
かん

ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳)

23

【赤】豆乳,鶏ひき肉,鶏ﾚﾊﾞｰ,鶏卵,EM牛乳,しらす
【黄】胚芽米,三温糖,ごま油
【緑】からしな,かぶ・根、皮つき-生,ﾜｶﾒ,かぼちゃ,ﾆﾗ,
ｺｰﾝ

ぜんざい カルシウムせんべい

29

ご飯（胚芽）
みそ汁(小松菜ｼﾞｬｶﾞｲﾓ)
チンジャオロース
大根サラダ
バナナ

ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳)

30

EM酪農牛乳

【赤】豚ひき肉,鶏卵,ｹﾞﾝｷﾐﾙｸ
【黄】胚芽米,砂糖,三温糖,ｵﾘｰﾌﾞ油
【緑】沖縄もずく,にんじん,にんにく,ﾋﾟｰﾏﾝ,赤ピーマン,ﾄﾏ
ﾄ,きゅうり,ｺｰﾝ

EM酪農牛乳

【赤】はっ酵乳,大豆,豚ひき肉,豚ﾚﾊﾞｰ,ﾖｰｸﾞﾙﾄ,EM牛乳
【黄】ロールパン,スパゲティ麺,スイートポテト
【緑】玉ねぎ,にんじん,さやいんげん,パインアップル・缶,
ﾊﾞﾅﾅ,干しぶどう
EM酪農牛乳 スイートポテト

31

EM酪農牛乳 ぽたぽた焼き バナナ

11

麦ご飯（胚が米）
ハヤシライス
おからサラダ

【赤】豚肉,まぐろ・缶詰水煮ﾌﾚｰｸ・ﾎﾜｲﾄ,EM牛乳
【黄】胚芽米,じゃが芋,砂糖,ごま油,ごま,三温糖
【緑】こまつな,しょうが,玉ねぎ,たけのこ・水煮缶,ﾋﾟｰﾏﾝ,
赤ピーマン,黄ピーマン,大根・切り干し大根,きゅうり,に
んじん,ﾊﾞﾅﾅ

【赤】豚肉,さくらえび-素干し,鶏卵,生揚げ,豚・かた・赤
肉-生,ｹﾞﾝｷﾐﾙｸ
【黄】胚芽米,砂糖
【緑】ﾊﾞﾅﾅ,ひじき,にんじん,からしな,玉ねぎ,かいわれ
大根,かぼちゃ,さやいんげん,しょうが,にんにく,タンゼロ

【赤】牛肉,鶏ﾚﾊﾞｰ,ｶﾏﾎﾞｺ,ｹﾞﾝｷﾐﾙｸ
【黄】胚芽米,おし麦,じゃが芋
【緑】タンゼロ-生,玉ねぎ,にんじん,ﾋﾟｰﾏﾝ,きゅうり,ｺｰﾝ,
ﾊﾞﾅﾅ

ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳) ゆかりおにぎり

ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳) 三月菓子

EM酪農牛乳 ぽたぽた焼き バナナ

※保育所の行事や材料などの都合により、献立を変更することがあります。
≪アレルゲン食品表示を規定されている食品≫
卵・乳・小麦・そば・落花生・あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・カニ・キウイ・牛肉・くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・バナナ・ゼラチン・ごま・カシューナッツ
★発症度が多く重症度が高いもの・・・卵、乳、小麦、そば、落花生

ご飯（胚芽）
すまし汁(ｼﾒｼﾞ・ｴﾉｷ・水菜)
肉じゃが
小松菜とコーンの和え物
ﾊﾟｲﾝ缶

【赤】牛・ひき肉,グリーンピース,ｹﾞﾝｷﾐﾙｸ,ｳｲﾝﾅｰ,ﾁｰｽﾞ,
牛乳
【黄】胚芽米,じゃが芋,こんにゃく・しらたき,三温糖,砂糖
【緑】ﾊﾟｲﾝ缶-生,しめじ,えのき,きょうな・葉-生,玉ねぎ,
にんじん,こまつな,ｺｰﾝ,キャベツ
ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳) きゃべつマフィン

18 野菜そば
もずく酢（みかん）
バナナ

【赤】豚・かた・赤肉-生,ｶﾏﾎﾞｺ,ｹﾞﾝｷﾐﾙｸ,豚ひき肉
【黄】ビスケット,沖縄そば,砂糖,胚芽米,三温糖
【緑】にんじん,キャベツ,ﾓﾔｼ,沖縄もずく,きゅうり,ばな
な,焼きのり

ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳) 味噌おにぎり

ホットケーキ

ロールパン（ﾃﾞｨﾅﾛｰﾙ）
ポークビーンズ（ﾚﾊﾞｰ）
フルーツサラダ（ﾊﾟｲﾝ）

ご飯（胚芽）
豚肉と椎茸のお汁
松風焼き
人参ｼﾘｼﾘ（ｼﾗｽ）
オレンジ

【赤】豚肉,鶏ひき肉,鶏ﾚﾊﾞｰ,しらす,EM牛乳
【黄】ビスケット,胚芽米,三温糖,ごま,ごま油
【緑】しいたけ,こまつな,玉ねぎ,にんじん,ﾈｷﾞ,オレンジ生,ﾊﾞﾅﾅ

紅芋ﾊﾟﾝ

17 ご飯（胚芽）
もずく丼
トマトサラダ（きゅうり）

24

4

桜餅（小渡） ひなあられ

麦ご飯（胚が米）
マーボー豆腐
ナムル

【赤】豆乳,沖縄豆腐,豚ひき肉,豚ﾚﾊﾞｰ,鶏ささ身,ｹﾞﾝｷﾐﾙ
ｸ
【黄】胚芽米,おし麦,砂糖,ごま油
【緑】にんじん,しいたけ,玉ねぎ,にんにく,しょうが,ﾆﾗ,ほ
うれんそう,大豆もやし,きゅうり

チヂミ

まぜご飯（胚芽）
すまし汁(生揚げ・ﾀﾏﾈｷﾞ・ｶｲﾜ
ﾚ)
かぼちゃと豚肉のうま煮
オレンジ

おひなずし
アーサ入りゆし豆腐
ウィンナー
スティックキュウリ
パイン缶 いちご

EM酪農牛乳

10

納豆みそおにぎり

ご飯（胚芽）
三色そぼろ（鶏ひき肉）
みそ汁(大根、わかめ)
かぼちゃ含め煮
ﾐﾆｾﾞﾘｰ(ﾌﾟﾙｰﾝ)

土

【赤】鶏卵,うずら卵・水煮缶,ゆし豆腐,ｳｲﾝﾅｰ,EM牛乳
【黄】胚芽米,砂糖,ごま,あられ
【緑】にんじん,さやえんどう,焼きのり,あおさ,きゅうり,パ
インアップル・缶,いちご

みどり調整豆乳 練りゴマトースト（白ゴマ）

ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳) 誕生会ケーキ

ご飯（胚芽）
22 あわご飯(胚芽米）
すまし汁(ﾊﾝﾍﾟﾝ・玉ﾈｷﾞ・ｶｲﾜﾚ)
なめこ汁(ネギ)
すきやき風煮
揚げ魚のケチャップ煮
キュウリとワカメの和え物
野菜炒め（ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ）
チーズ
いよかん

3
ひ
な
ま
つ
り

ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳) ピーチマフィン

9

【赤】あかいか,鶏ひき肉,油揚げ,しらす,ｹﾞﾝｷﾐﾙｸ,豚ひ
き肉
【黄】スパゲティ麺,ごま油,胚芽米,三温糖
【緑】にんじん,玉ねぎ,しいたけ,しめじ・ぶなしめじ,ﾋﾟｰﾏ
ﾝ,焼きのり,きょうな・葉,こまつな,ｺｰﾝ,いよかん,ﾈｷﾞ

ココアクッキーバー

【赤】はんぺん,輸入牛・かたﾛｰｽ-生,沖縄豆腐,ｹﾞﾝｷﾐﾙ
ｸ,豆乳,きな粉
【黄】胚芽米,こんにゃく・しらたき,三温糖,ﾀﾋﾟｵｶ,砂糖
【緑】玉ねぎ,かいわれ大根,にんじん,はくさい,ほうれん
そう・葉,きゅうり,ﾜｶﾒ,ﾚﾓﾝ
EM酪農牛乳 豆乳のくずもち
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8

【赤】グリーンピース,豆腐,さば-生,豚肉,鶏卵,脱脂粉乳
【黄】胚芽米,三温糖,ミルミル,バター,砂糖
【緑】タンゼロ-生,こまつな,しょうが,玉ねぎ,にんじん,
キャベツ,ﾓﾔｼ,ひじき,ﾊﾞﾅﾅ

EM酪農牛乳 かぼちゃケーキ
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ご飯（胚芽）
すまし汁(わかめ大根)
魚のフライ（磯部）
きんぴら風煮（いんげん）
オレンジ

麦ごはん(胚芽米)
ポークカレー
ツナサラダ（アボカド）

【赤】豆乳,豚肉,鶏ﾚﾊﾞｰ,ﾂﾅ缶,ｹﾞﾝｷﾐﾙｸ,脱脂粉乳,鶏卵,
牛乳
【黄】胚芽米,おし麦,バター,じゃが芋,バター,砂糖
【緑】玉ねぎ,にんじん,キャベツ,きゅうり,セロリー,アボカ
ド,もも・缶

ﾊﾟﾝﾀﾞﾐﾙｸ(加工乳) ボロボロジューシー

6

金
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新学期準備
園児休園

