
１（水） ２（木） ３（金） ４（土）

午前 ３月３日の献立はひな祭りと卒園感謝ミサの お茶

　　　今年度もいよいよ残りわずかとなりました。 （未満児） ボーロ

　　　この一年で給食の面でも成長したところがたくさんあるのではないでしょうか。 ささげ豆が入った、赤飯と腰が曲がるほどの ・ごはん ・ごはん 【卒園感謝の集い】

　　　少しでも食に興味を持つことができていたら嬉しく思います。ご家庭でも１年間の食生活について 長寿を象徴するえびフライ、この時期が旬の ・高野豆腐の親子煮 ・魚の洋風焼き ・赤飯

　　　振り返ってみてくだいね。 なばなのごま和え、梅の形のかまぼこが ・さつまいもバター ・ビーフン炒め ・エビフライ

・牛乳 ・みそ汁 ・菜の花ごま和え

・すまし汁

６（月） ７（火） ８（水） ９（木） １０（金） １１（土）

午前 お茶 お茶

（未満児） ふかしいも せんべい

・ごはん ・ごはん ・ごはん ・ごはん 【園児お別れ会】

・すき焼き煮 ・魚のカリカリ揚げ ・生揚げのみそ炒め ・卵焼き ・カレーライス

・水菜と油揚げの ・大根サラダ ・かぼちゃのマリネ ・ひじきと大豆の ・コーンサラダ

和え物 ・みそ汁 ・牛乳 　　　　　　　煮物 ・牛乳

・牛乳 ・みそ汁

１３（月） １４（火） １５（水） １６（木） １７（金） １８（土）

午前 お茶 お茶

（未満児） ボーロ せんべい

・ごはん ・ごはん ・ごはん ・ごはん 【お誕生会】

・鶏肉の野菜の ・納豆和え ・魚の煮つけ ・豆腐のチーズ焼き ・きのこスパゲッティ

　　　　　トマト煮 ・かき揚げ ・かぶサラダ ・ごまひたし ・鶏肉のから揚げ

・はるさめサラダ ・みそ汁 ・みそ汁 ・みそ汁 ・しょうゆマヨ和え

・牛乳 ・カステラケーキ

・牛乳

２０（月） ２１（火） ２２（水） ２３（木） ２４（金） ２５（土）

午前
（未満児）

・ごはん ・ごはん 【終業日】

・豚ニラもやし炒め ・カレー肉じゃが ・ゆかりごはん

・豆腐のおかか和え ・もやしサラダ ・スパゲッティサラダ

・牛乳 ・牛乳 ・春キャベツの

　 　　　　スープ煮

・牛乳

２７（月） ２８（火） ２９（水） ３０（木） ３１(金)

午前 お茶 お茶

（未満児） ボーロ せんべい

・ごはん ・ごはん ・ごはん ・ごはん

・豆腐の松風焼き ・がんもどきと ・魚のフライ ・洋風いり卵

・切干大根 　　　鶏肉の煮物 ・雪下にんじんサラダ ・春ちゃんこ汁

　ごまマヨサラダ ・チンゲン菜ソテー ・みそ汁 ・牛乳

・みそ汁 ・牛乳

３がつきゅうしょくだより

昼食

昼食

昼食

昼食

　　　　　　　　　十日町カトリック天使幼稚園・てんし保育園令和５年３月こんだて

卒園式

３月３日はひな祭り

お祝いメニューです。
せんべい

★　献立・食材が変更になる場合があります。

昼食

お弁当の日

春分の日

ヨーグルト りんご

いよかん ヨーグルト

バナナ ヨーグルト

せんべい

いよかん

　　　つばき組さんにとっては残りわずかな幼稚園での給食の時間、楽しんで過ごしてもらいたいと思います。

ビスケット

せんべい

ビスケット

ヨーグルト

バナナ 手作りゼリー いよかん

入ったすまし汁でお祝いします。お楽しみに♪

せんべい

バナナ

りんご

バランスよく食べるとは？

『うちの子はバランスよく食べれているの？』 『バランスよく食べるってどういうこと？』

毎日お子さんと食卓を囲む保護者の方なら一度はこんな風に思ったことがあるのではないでしょうか？

バランスよく食べるってなんだかめんどくさそう。。。

でも大丈夫！できることから始めてみましょう！ 今月の食育ピクトグラム

子どもたちの食に関する問題点として、朝食を食べない子、少食の子が多いと言われています。

改善するためにはまず、『食べる』習慣を身に着けることから。

初めから栄養バランスを整えよう！と意気込む必要はありません。

気長に食卓に料理を出し、食べられるものから無理せず食べれるように

すればいいんです。バランスを考えるのはその後でＯＫ！

食べられるようになったら

栄養バランス ３色食品群 （ 幼児１食当たりの目安量 ） 参考にしてみてください！

１食や１日で栄養バランスを考えるのではなく１週間単位くらいで考えるようにしても大丈夫！

１日３食食べよう、いろいろな食材を入れてみようと意識するだけで基本的な栄養はある程度は足りてくるはずです。

きいちゃんの仲間を食べると

もりもり力がでるよ！

【量】 両方の手でおわんの形

を作ったら、その中がいっぱい

になる量を食べようね。

【食品】 ごはん、パン、麺類

あかちゃんの仲間を食べると

ぐんぐん大きくなるよ！

【量】 片手に乗る大きさを食べ

ようね。

【食品】 肉、魚、豆腐、卵など

みどりちゃんの仲間を食べると

元気な体になるよ！

【量】 両方の手でおわんの形を

作ったらその中がいっぱいになる量を

食べようね。

【食品】 加熱してある野菜

きのこ類など

つばき組さん

卒園おめでとう♪



エネルギー【kcal】 エネルギー【kcal】

たんぱく質【ｇ】 たんぱく質【ｇ】

脂質【ｇ】・塩分【ｇ】 脂質【ｇ】・塩分【ｇ】

（　）は未満児 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 （　）は未満児 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

ごはん 470(410) 米・油・三温糖 鶏肉・高野豆腐・卵 にんじん・たまねぎ ●りんご きのこスパゲッティ 466(433) スパゲッティ 鶏肉・生クリーム にんにく・たまねぎ ●お茶

1 高野豆腐の親子煮 17.8(14.5) さつまいも・バター牛乳 グリーンピース 17 鶏肉のから揚げ 18.7(17.0) 油・バター 牛乳 しめじ・えのきたけ ●せんべい

（水） さつまいもバター 13.0(10.5) 〇薄力粉・油 ●りんご 〇蒸しパン （金） しょうゆマヨ和え 15.0(13.4) マヨネーズ ピーマン・しょうが・にんじん 〇せんべい

牛乳 0.8(0.7) 〇三温糖 牛乳・カステラケーキ 1.4(1.3) カステラ ブロッコリー・いちご

ごはん 388(367) 米・マヨネーズ タラ・粉チーズ・豚肉 たまねぎ・コーン・パプリカ ●お茶 ごはん 376(351) 米・三温糖・ごま油 豚肉・豆腐・かつお節 ニラ・もやし・にんじん ●バナナ

2 魚の洋風焼き 19.0(17.5) ビーフン・ごま油 豆腐・煮干しだし パセリ・キャベツ ●ボーロ 20 豚ニラもやし炒め 17.6(14.7) 〇米 牛乳 ほうれん草・コーン

（木） ビーフン炒め 9.2(8.6) チンゲン菜・にんじん 〇せんべい （月） 豆腐のおかか和え 9.0(7.3) 〇ごま キャベツ 〇ごまおにぎり

みそ汁 0.8(0.7) ぶなしめじ・わかめ 牛乳 0.8(0.6) ●バナナ

赤飯 407(403) 米・油・三温糖 えび・豆腐・かまぼこ なばな・にんじん ●ヨーグルト ごはん 392(343) 米・油・三温糖 豚肉・牛乳 にんじん・たまねぎ ●手作りゼリー

3 エビフライ 12.9(14.0) かつお・昆布だし わかめ・だいこん 22 カレー肉じゃが 12.8(10.6) じゃがいも ●粉ゼラチン グリーンピース・もやし

（金） 菜の花のごま和え 12.9(12.3) すりごま ささげ豆 〇せんべい （水） もやしサラダ 8.3(6.7) しらたき きゅうり・にんじん・コーン 〇せんべい

すまし汁 1.2(1.2) ●ヨーグルト 牛乳 1.0(0.8) ●三温糖

ごはん 398(341) 米・油・三温糖 豚肉・焼き豆腐・油揚げ にんじん・白菜・長ネギ ●いよかん ●せんべい

6 すき焼き煮 15.1(12.6) 〇米・バター 牛乳 えのきたけ・ほうれん草 23

（月） 水菜と油揚げ和え物 11.5(9.3) 水菜・大根 〇コーンバター （木） 〇せんべい

牛乳 1.1(0.9) ●いよかん　〇コーン おにぎり

ごはん 399(373) 米・油・片栗粉 わかさぎ(未満児→タラ) 大根・きゅうり・にんじん ●ヨーグルト ゆかりごはん 403(352) 米・スパゲティ ベーコン・牛乳 きゅうり・にんじｎ・コーン ●いよかん

7 魚のカリカリ揚げ 12.5(13.2) じゃがいも 油揚げ・煮干しだし コーン・キャベツ 24 スパゲッティサラダ 10.1(8.7) マヨネーズ たまねぎ・キャベツ

（火） 大根サラダ 12.3(10.0) 〇ヨーグルト 〇せんべい （金） 春キャベツのスープ煮 11.7(9.4) ●いよかん 〇せんべい

みそ汁 0.8(0.8) ごま 牛乳 1.0(0.8)

ごはん 459(440) 米・油・三温糖 生揚げ・豚肉・牛乳 たけのこ・にんじん ●お茶 ●せんべい

8 生揚げのみそ炒め 16.5(13.9) ●さつまいも 〇かつお節 たまねぎ・かぼちゃ ●ふかしいも 27

（水） かぼちゃマリネ 15.5(12.5) 〇マカロニ 〇青のり 〇お好み焼き風 （月） 〇せんべい

牛乳 0.6(0.5) 〇マヨネーズ マカロニ

ごはん 408(424) 米・油・三温糖 卵・大豆・油揚げ ひじき・にんじん ●お茶 ごはん 376(339) 米・片栗粉 鶏ひき肉・豆腐・卵 にんじん・しいたけ ●お茶

9 卵焼き 17.1(16.1) 豆腐・煮干しだし こまつな・だいこん ●せんべい 28 豆腐の松風焼き 14.1(11.6) ごま油 ごま・油揚げ グリーンピース・きゅうり ●ボーロ

（木） ひじきと大豆の煮もの 12.3(12.7) 〇せんべい （火） 切干大根ごまマヨ 8.1(6.7) マヨネーズ 煮干しだし 切干大根・もやし 〇せんべい

みそ汁 1.1(1.1) みそ汁 1.3(1.0) ほうれん草

カレーライス 440(395) 米・油・三温糖 豚肉・スキムミルク たまねぎ・にんじん ●バナナ ごはん 431(395) 米・油・三温糖 がんもどき・鶏肉 ひじき・にんじん ●バナナ

10 コーンサラダ 13.1(11.0) じゃがいも 牛乳 グリーンピース 29 がんもどきの煮つけ 17.7(14.8) ごま油 牛乳 チンゲン菜・コーン

（金） 牛乳 10.3(8.3) きゅうり・キャベツ・コーン 〇せんべい （水） チンゲン菜ソテー 14.4(11.6) もやし 〇せんべい

1.2(1.0) ●バナナ 牛乳 0.9(0.7) ●バナナ

ごはん 409(361) 米・油・ごま油 大豆・鶏肉・ごま・牛乳 たまねぎ・にんじん・しめじ ●りんご ごはん 434(390) 米・小麦粉・油 ししゃも(未満児→タラ) にんじん・キャベツ ●ヨーグルト

13 鶏肉と野菜のトマト煮 16.6(13.5) はるさめ 〇かつお節 キャベツ・トマトピューレ 30 魚のフライ 19.7(18.3) パン粉 卵・ツナ・高野豆腐 しめじ・ほうれん草

（月） はるさめサラダ 9.1(7.3) 〇米 きゅうり・キャベツ・コーン 〇しょうゆおかか （木） 雪下にんじんサラダ 11.8(11.5) 煮干しだし 〇せんべい

牛乳 0.6(0.5) ●りんご おにぎり みそ汁 1.3(1.1) ●ヨーグルト

ごはん 454(427) 米・薄力粉 納豆・干しエビ・卵 ほうれん草・にんじん ●お茶 ごはん 377(346) 米 鶏ひき肉・豆腐・卵 ピーマン・たまねぎ ●お茶

14 納豆和え 15.7(13.7) 片栗粉・油 油揚げ・煮干しだし たまねぎ・ピーマン ●ボーロ 31 洋風いり卵 12.6(10.7) 油・しらたき 牛乳・かつお・昆布だし にんじん・だいこん ●せんべい

（火） かき揚げ 13.8(12.8) じゃがいも かぼちゃ・えのきたけ 〇せんべい （金） 春ちゃんこ汁 8.1(7.9) 粉チーズ キャベツ 〇せんべい

みそ汁 0.8(0.6) 牛乳 0.8(0.8)

ごはん 369(338) 米・三温糖・油 鯖(未満児→白身魚) しょうが・かぶ・きゅうり ●いよかん １～２歳児（未満児）は午前のおやつ、昼食の提供の為１日の４０％の量で計算しています。

15 魚の煮つけ 16.1(23.9) さといも かつおだし・豆腐 キャベツ・にんじん ３～５歳児（以上児）は昼食のみの提供の為１日の３０％の量で計算しています。

（水） かぶサラダ 9.0(4.0) 〇食パン・バター ほうれん草 〇手作りラスク １～２歳児（未満児） エネルギー（kcal） たんぱく質（ｇ） 脂質（ｇ） 塩分ｇ
みそ汁 1.01.1) 〇グラニュー糖 ●いよかん １日当たりの摂取基準　男 1000 ２０～50 ２２～３３ 3.0未満
ごはん 381(361) 米・油 豆腐・チーズ・ごま ほうれん草・もやし ●ヨーグルト 　　　　　　　　　　　　　　　女 900 ２３～45 ２０～３０ 3.0未満

16 豆腐のチーズ焼き 14.7(15.4) じゃがいも 煮干しだし えのきたけ・コーン 当園での目標量 391 16.1 10.9 1.2
（木） ごまひたし 9.8(8.0) ●ヨーグルト にんじん・わかめ 〇せんべい 月平均 383 14.8 8.7 0.9

みそ汁 1.2(1.1) ３～５歳児（以上児） エネルギー（kcal） たんぱく質（ｇ） 脂質（ｇ） 塩分ｇ
１日当たりの摂取基準　男 1300 ３２～６５ ２８～４３ 3.5未満
　　　　　　　　　　　　　　　女 1250 ３１～62 ２７～４１ 3.5未満

当園での目標量 417 16.7 11.3 1.1
月平均 412 15.5 11.2 1

卒園式

お弁当の日

　　　　　　　　十日町カトリック天使幼稚園・てんし保育園
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