
2022年

うめはなキッズYPC保育園
武庫之荘駅前

給食 おやつ 材料 給食 おやつ 材料
中華丼 お茶 ごはん 牛乳　
わかめスープ フルーツヨーグルト 高野豆腐の卵とじ おにぎり
りんご みそ汁

りんご

カレーライス 牛乳　 ご飯 牛乳　
サワーサラダ おにぎり ヨーグルトチキン きなこの蒸しパン
チーズ キャベツの甘酢和え

たまごのスープ
いちご

三色ご飯 牛乳　 ご飯 牛乳　
鶏つくねの甘辛煮 三色花型クッキー カレイの漬け焼き お菓子
菜の花のごま和え ごぼうサラダ
すまし汁 かぼちゃのソテー
いちご みそ汁
ご飯 牛乳　 ひじきと鶏のそぼろ丼 牛乳　
鮭の南蛮風 お菓子 なたね和え フライドポテト
チンゲン菜のごま和え りんご
すまし汁

ご飯 牛乳　 ご飯 牛乳　
野菜オムレツ おにぎり 唐揚げ お菓子
もずくスープ 大豆サラダ
りんご みそ汁

オレンジ
ご飯 牛乳　 ご飯 牛乳　
煮魚 ビーフンチャンプルー 鮭の竜田揚げ お好み焼き
和風ポテトサラダ もやしの中華和え
みそ汁 コーンソテー
バナナ みそ汁
ご飯 牛乳　 ご飯 牛乳　
マーボー豆腐 お菓子 豚肉のごま味噌炒め お菓子
もやしと油揚げのごま酢和え すまし汁

りんご

ご飯 牛乳　 ご飯 牛乳　
チンジャオロース マカロニきなこ 煮魚 おにぎり
ツナサラダ 小松菜のお浸し
トマト 宮っこ汁
みそ汁
ご飯 牛乳　 ビビンバ丼 牛乳　
鯛の竜田揚げ お菓子 中華スープ チーズケーキ
ブロッコリーの割醤油和え みかん
飛鳥汁

ご飯 牛乳　 ロールパン 牛乳　
豚肉の生姜焼き おにぎり マカロニのミートソース おにぎり
酢の物 たっぷり野菜と大豆のスープ
ブロッコリーのかつお和え りんご
みそ汁
豆ごはん 牛乳　 カレーライス
じゃが芋のそぼろ煮 あんかけ焼きそば ブロッコリーの割醤油和え
すまし汁 みかん
りんご

　　　　　　3月 献 立 表

1 火

精白米 豚肉 ちくわ たまねぎ にんじん しいたけ はくさい ピーマン もやし

鶏がらスープ 薄口しょうゆ 片栗粉 サラダ油 わかめ えのき 青葱 りんご

牛乳　無糖ヨーグルト　砂糖　もも缶　みかん缶　パイン缶 16 水

精白米　出汁昆布　削り節　高野豆腐　玉ねぎ　干し椎茸　人参　きぬさや

卵　鶏肉　しょうゆ　砂糖　酒　塩　みりん　油　さつま芋　大根　人参　三つ葉

牛乳

2 水

精白米 鶏もも肉 じゃがいも たまねぎ にんじん ピーマン カレールウ ウス

ターソース 濃口しょうゆ 鶏がらスープの素 キャベツ　レーズン　豆乳ヨーグ

ルト　マヨドレ　　チーズ　牛乳 17 木

精白米　出汁昆布　削り節　鶏肉　しょうゆ　塩　しょうが　無糖ヨーグルト　パ

セリ　トマトケチャップ　砂糖　キャベツ　人参　ホールコーン缶　ツナ　りんご

酢　卵　絹ごし豆腐　玉ねぎ　わかめ　鶏がらスープ　ごま油　片栗粉　いちご

牛乳　ホットケーキミックス　豆腐　きなこ

精白米　出汁昆布　削り節　鶏肉ミンチ　人参　玉ねぎ　ひじき　さやいんげ

ん　油　砂糖　みりん　しょうゆ　塩　片栗粉　ほうれん草　卵　りんご　牛乳

じゃがいも　塩

3 木

精白米 鮭フレーク ふりかけ にんじん いんげん 鶏ミンチ 青葱 しょうが 料

理酒 濃口しょうゆ 片栗粉 みりん 砂糖 キャベツ コーン 菜の花 白ごま 花

麩 みつば 薄口しょうゆ 食塩 削り節 こんぶ いちご 牛乳　無塩バター　卵

薄力粉　ストロベリーパウダー　抹茶パウダー
18 金

精白米 カラスカレイ しょうが 砂糖 濃口しょうゆ みりん ごぼう 米酢 食塩

シーチキン きゅうり にんじん ひじき マヨドレ 白ごま ごま油 かぼちゃ こまつ

な うす揚げ みそ こんぶ 削り節 牛乳

4 金

精白米　出汁昆布　削り節　鮭　酒　片栗粉　油　しょうゆ　酢　砂糖　チンゲ

ン菜　ごま　白菜　大根　人参　みつば　塩　牛乳

22 火

精白米 さけ 砂糖 みりん 濃口しょうゆ 片栗粉 サラダ油 もやし わかめ に

んじん にら 白ごま 米酢 ごま油 食塩 コーン キャベツ 青葱 みそ 削り節 こ

んぶ  牛乳　小麦粉　卵　キャベツ　ネギ　豚肉　とんかつソース　青のり　マヨ

ドレ

7 月

精白米　出汁昆布　削り節　卵　玉ねぎ　ベーコン　赤パプリカ　エリンギ　牛

乳　生クリーム　油　トマトケチャップ　チンゲン菜　ごま　しょうゆ　絹ごし豆腐

もずく　人参　ねぎ　しょうが　鶏がらスープ　塩　片栗粉　りんご　牛乳 23 水

精白米 鶏もも肉 しょうが にんにく 食塩 濃口しょうゆ みりん 片栗粉 サラ

ダ油 にんじん キャベツ 大豆 マヨドレ 砂糖 米酢 もやし 青葱 みそ 削り節

こんぶ オレンジ 牛乳

8 火

精白米　出汁昆布　削り節　カラスカレイ　しょうゆ　砂糖　みりん　酒　じゃが

芋　塩　人参　ひじき　ごま油　絹ごし豆腐　たまねぎ　油揚げ　えのきたけ　ネ

ギ　わかめ　味噌　バナナ　牛乳　ビーフン　ピーマン　ツナ　ごま油　鶏がら

スープ　片栗粉
24 木

精白米　出汁昆布　削り節　カラスカレイ　しょうゆ　砂糖　みりん　酒　小松

菜　しめじ　玉ねぎ　人参　ちくわ　ネギ　しょうが　酒粕　みそ　牛乳

9 水

精白米　出汁昆布　削り節　木綿豆腐　豚肉ミンチ　玉ねぎ　人参　ネギ　干

し椎茸　油　しょうが　八丁味噌　醤油　砂糖　みりん　片栗粉　酒　もやし　油

揚げ　きゅうり　しらす干し　ごま　酢　塩　牛乳 25 金

精白米　出汁昆布　削り節　豚肉　しょうが　玉ねぎ　ピーマン　パプリカ（赤・

黄）　ごま　練りごま　味噌　しょうゆ　塩　砂糖みりん　ごま油　絹ごし豆腐　大

根　人参　三つ葉　わかめ　りんご　牛乳

10 木

精白米 豚肉 たけのこ にんじん ピーマン 赤パプリカ 料理酒 片栗粉 サラ

ダ油 オイスターソース 砂糖 食塩 濃口しょうゆ ごま油 キャベツ シーチキ

ン きゅうり 米酢 トマト なめこ 青葱 みそ 削り節 こんぶ　牛乳　マカロニ　き

なこ
28 月

精白米　マカロニ　牛肉ミンチ　玉ねぎ　人参　ピーマン　しめじ　トマト（水

煮）　トマトピューレ　トマトケチャップ　ウスターソース　油　砂糖　酒　塩　じゃ

が芋　キャベツ　大豆（水煮）　ウィンナー　パセリ　固形ブイヨン　しょうゆ

りんご　牛乳

11 金

精白米　出汁昆布　削り節　鯛　酒　塩　醤油　片栗粉　油　ブロッコリー　鶏

肉　白菜　玉ねぎ　人参　しめじ　牛乳

29 火

精白米 豚肉 にんにく しょうが ほうれん草 にんじん もやし コーン サラダ

油 濃口しょうゆ 砂糖 ごま油 白ごま はくさい えのき 薄口しょうゆ 鶏がら

スープ りんご  牛乳　クリームチーズ　ヨーグルト　卵　小麦粉　レモン果汁

14 月

精白米 豚肉 しょうが たまねぎ ピーマン サラダ油 料理酒 みりん 濃口しょ

うゆ しらす干し きゅうり にんじん キャベツ 白ごま 砂糖 米酢 食塩 ブロッ

コリー かつお節 だいこん 青葱 みそ 削り節 こんぶ  　牛乳 30 水

15 火

精白米　出汁昆布　削り節　実えんどう　塩　酒　じゃが芋　鶏ミンチ　さやい

んげん　しょうゆ　砂糖　みりん　油　片栗粉　湯葉　玉ねぎ　人参　わかめ　り

んご　牛乳　焼きそば　キャベツ　白菜　ハム　ニラ　ごま油　鶏がらスープ　片

栗粉

精白米 鶏もも肉 じゃがいも たまねぎ にんじん ピーマン カレールウ ウス

ターソース 濃口しょうゆ 鶏がらスープの素 ブロッコリー　削り節　出汁昆

布　みかん31 木


