
令和2年　　4月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第三保育園 令和2年　　4月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第三保育園

午 後 午 後

午 前 午 前
ろーるぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 522 kcal にこみうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 531 kcal
やさいすーぷ ぎゅうにゅう
とりのからあげ こーんさらだ
みもざさらだ ばなな
いちご

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 523 kcal ばーがーぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal
やきぎょうざ ぐりーんしちゅー
やさいとしらすのさらだ しろみざかなのふらい
はっさく こーるすろーさらだ

きよみおれんじ
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ

わかめとごまのごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 548 kcal しょうゆらーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 543 kcal
すましじる しゅうまい
みそかつ やさいのなむる
ほうれんそのごまあえ ばなな
しらぬい

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
ちきんらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 540 kcal えびぴらふ ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal
はくさいのすーぷ やさいとべーこんのすーぷ
ぶろっこりーのつなさらだ ささみのフリッター
ばなな まかろにさらだ

いちご
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ

こっぺぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 534 kcal たきこみごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 526 kcal
くりーむしちゅー すましじる
はんばーぐ さわらのてりやき
ぶろっこりーのさらだ ほうれんそうのごまあえ
ばなな あまなつ

食塩相当量 2.7 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal なっとうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 535 kcal
きゃべつスープ みそしる
ちきんさらだ やさいつくね
きよみおれんじ こまつなにんじんのなむ

はっさく
食塩相当量 2.7 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal まーぼーどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 548 kcal
みそしる ちゅうごくふうすーぷ
かじきまぐろのからあげ つなさらだ
ひじきまめ ばなな
あまなつ

食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
ぴーすごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 534 kcal かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 546 kcal
わかたけじる きすのてんぷら
にくだんごのあまからに ささみとだいこんのさらだ
だいこんのさらだ ばなな
しらぬい

食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
いそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 534 kcal
とうふのあげだんご みねすとろーねすーぷ
ささみのうめさらだ えびぐらたん
はっさく ぐりーんさらだ

おれんじ
食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ

ぶたどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 547 kcal わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 541 kcal
とりにくはくさいのすーぷ みそしる
やさいわふうまよねｰず じゃがいものそぼろに
ばなな きりぼしだいこんのさらだ

あまなつ
食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ

しずおかおやこどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 534 kcal タンパク質 21.1 g
やさいとぶたにくのすーぷ 17.4 g 食塩相当量 2.1 g
つなきゃべつさらだ
いちご ＊今月の地場産物：たまご・長ねぎ・のらぼう・椎茸

食塩相当量 1.7 ｇ
すぱげてぃーなぽりたん ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal
こーんちゃうだー
やさいとちーずのさらだ
きよみおれんじ

食塩相当量 1.8 ｇ
たけのこごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal
すましじる
まつかぜやき
やさいのなむる
はっさく

食塩相当量 2.7 ｇ
しょくぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal
ぽとふ
ぽーくびーんず
春キャベツのさっぱり和え
いよかん

食塩相当量 2.2 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 534 kcal
みそしる
かつおのすてーき
はるさめさらだ
しらぬい

食塩相当量 2.0 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 534 kcal タンパク質 21.1 g

17.4 g 食塩相当量 2.1 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 22.4 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
金

17
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／有塩バター／普
通はるさめ(乾)／ごま
油／三温糖／パイ皮／
グラニュー糖

油揚げ／かたくちいわ
し(煮干し)／かつお／
ロースハム／★牛乳／
★たまご

のらぼう菜／にんにく
(りん茎)／しょうが／
こねぎ／きゅうり／に
んじん／しらぬひ(砂
じょう、生)

ぎゅうにゅう
◆しゅがーぱい

たんぱく質 20.4 ｇ
／

脂　質 16.0 ｇ
木

16
食パン(市販品）／
ジャム／じゃがいも／
三温糖／白ごま（す
り）／薄力粉／サラダ
油

★ウィンナー／大豆
(国産､ゆで）／豚小間
／鶏若鶏肉ささ身／調
製豆乳／豚ひき肉

にんじん／玉葱／セロ
リー／ごぼう／グリン
ピース(冷凍)／きゅう
り／キャベツ／いよか
ん

◆むぎちゃ
◆かれーまん

たんぱく質 21.3 ｇ
／

脂　質 16.2 ｇ
水

15
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／花麩／パン粉
(乾燥)／白ごま(い
り）／白ごま（すり）
／ごま油／コッペパン
(市販品）／グラ
ニュー糖

油揚げ／かたくちいわ
し(煮干し)／鶏若鶏肉
ひき肉／★たまご／★
牛乳／★ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(植
物性脂肪)

たけのこ(ゆで)／にん
じん／ねぎ／玉葱／ほ
うれんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／はっさく／
いちご

ぎゅうにゅう
◆いちごくりーむこっぺ

たんぱく質 20.7 ｇ
／

脂　質 17.5 ｇ
火

14
スパゲッティ／サラダ
油／じゃがいも／とう
もろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／
三温糖／薄力粉

★ベーコン／豚小間／
★牛乳／★切れてる
チーズ／★たまご／ち
りめんじゃこ／あおの
り

にんじん／玉葱／青
ピーマン／パセリ／
キャベツ／きゅうり／
清見オレンジ

ぎゅうにゅう
◆じゃこいりおこのみやき

たんぱく質 21.1 ｇ
／

脂　質 17.9 ｇ
月

13
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／薄力粉
／有塩バター／サラダ
油／メープルシロップ

鶏小間／なると／★た
まご／きざみのり／豚
肩ロース(脂身付)／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／★牛乳／★プレー
ンヨーグルト

干し椎茸／たけのこ／
さやえんどう／にんじ
ん／チンゲンツァイ／
ねぎ／キャベツ／きゅ
うり／いちご

ぎゅうにゅう
◆よーぐるとほっとけーき

たんぱく質 20.3 ｇ
／ せんべい

脂　質 17.9 ｇ
土

11
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま（すり）
／マヨドレ／中華風
クッキ－／塩せんべい

豚小間／鶏小間／★か
に風味かまぼこ／★牛
乳

玉葱／はくさい／にん
じん／キャベツ／きゅ
うり／バナナ

ぎゅうにゅう
くっきー

たんぱく質 20.6 ｇ
／

脂　質 19.3 ｇ
金

10
うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／白ごま
(いり）／三温糖／水
稲穀粒(精白米)

豚小間／油揚げ／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)
／かたくちいわし(煮
干し)／木綿豆腐／さ
くらえび(素干し)／★
たまご／鶏若鶏肉ささ
身／まぐろ缶詰(油漬ﾌ

ねぎ／玉葱／にんじん
／きゅうり／梅干／
はっさく

◆むぎちゃ
◆つなまよおにぎり

たんぱく質 21.2 ｇ
／

脂　質 15.9 ｇ
木

9
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／三温糖／
かたくり粉／白ごま
(いり）／上新粉／白
玉粉

蒸しかまぼこ／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
かたくちいわし(煮干
し)／豚ひき肉／★牛
乳／★たまご／★かに
風味かまぼこ／きな粉
(大豆）

グリンピース／たけの
こ(ゆで)／にんじん／
玉葱／しょうが／だい
こん／きゅうり／しら
ぬひ(砂じょう、生)

ぎゅうにゅう
◆きなこだんご

たんぱく質 20.9 ｇ
／

脂　質 16.1 ｇ
水

8
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／三温糖／サ
ラダ油／糸こんにゃく
／薄力粉／グラニュー
糖／有塩バター

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／めかじき
／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／大豆(国産､ゆ
で）／油揚げ／★牛乳
／★たまご

だいこん／にんじん／
なつみかん／ポッカ１
００レモン

ぎゅうにゅう
◆こうちゃのけーき

たんぱく質 21.4 ｇ
／

脂　質 18.4 ｇ
火

7
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／サラダ油
／食パン(市販品）

豚小間／★ベーコン／
鶏若鶏肉ささ身／★牛
乳／★プレスハム／★
ピザ用チーズ

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／ブロッ
コリー／清見オレンジ
／青ピーマン

ぎゅうにゅう
◆ぴざとーすと

たんぱく質 21.0 ｇ
／

脂　質 20.8 ｇ
月

6
コッペパン(市販品）
／有塩バター／じゃが
いも／サラダ油／薄力
粉／パン粉(乾燥)／三
温糖

豚小間／★牛乳／豚ひ
き肉／★たまご／★か
に風味かまぼこ／鶏小
間

玉葱／にんじん／パセ
リ／干し椎茸／ブロッ
コリー／きゅうり／バ
ナナ／だいこん／ねぎ
／生しいたけ(菌床栽
培、生)

◆むぎちゃ
◆すいとん

たんぱく質 20.1 ｇ
／ くっきー

脂　質 17.7 ｇ
土

4
水稲穀粒(精白米)／サ
ラダ油／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／マヨドレ
／塩せんべい／中華風
クッキ－

鶏小間／★たまご／ず
わいがに(水煮缶詰)／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／★牛乳

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／はく
さい／えのきたけ／ブ
ロッコリー／きゅうり
／バナナ

ぎゅうにゅう
せんべい

たんぱく質 20.7 ｇ
／

脂　質 15.5 ｇ
金

3
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／てまり
麩／薄力粉／パン粉
(乾燥)／サラダ油／三
温糖／黒ごま（すり）

わかめご飯の素／かた
くちいわし(煮干し)／
豚ひれ／★たまご／★
牛乳

ねぎ／しょうが／にん
にく(りん茎)／にんじ
ん／ほうれんそう／し
らぬひ(砂じょう、生)
／バナナ／ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝ
ｼﾞ濃縮還元ｼﾞｭｰｽ

ぎゅうにゅう
◆きゃろっとばななけーき

たんぱく質 22.8 ｇ
／

脂　質 16.5 ｇ
木

2
中華めん(ゆで)／かた
くり粉／ぎょうざの皮
／サラダ油／三温糖／
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／有塩バター

豚小間／豚ひき肉／し
らす干し(半乾燥品)／
★牛乳／鶏小間／★ピ
ザ用チーズ

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
んじん／チンゲンツァ
イ／キャベツ／にら／
にんにく(りん茎)／
しょうが／ブロッコ
リー／きゅうり／はっ
さく／玉葱

ぎゅうにゅう
◆ちきんどりあ

たんぱく質 21.5 ｇ
／

脂　質 21.2 ｇ
水

1
ロールパン／かたくり
粉／サラダ油／じゃが
いも／薄力粉／三温糖
／ごま油

鶏成鶏肉モモ(皮付き)
／ロースハム／★たま
ご／調製豆乳／豚ひき
肉／むき海老

キャベツ／にんじん／
玉葱／きゅうり／いち
ご／にら／しょうが

◆むぎちゃ
◆しゃんぴん
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18
うどん(ゆで)／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／マ
ヨドレ／塩せんべい／
★ハードビスケット

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
★牛乳／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
せんべい たんぱく質 20.4 ｇ

／ びすけっと

脂　質 18.1 ｇ
土

20
バーガーパン／じゃが
いも／薄力粉／有塩バ
ター／パン粉(乾燥)／
サラダ油／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／三温糖
／蒸し中華めん／ごま
油

鶏小間／★牛乳／むき
かれい／★たまご／
ロースハム／豚小間

玉葱／にんじん／ほう
れんそう／キャベツ／
清見オレンジ／はくさ
い／チンゲンツァイ／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし

◆むぎちゃ
◆あんかけやきそば たんぱく質 22.9 ｇ

／
脂　質 18.4 ｇ

月

21
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
ごま油／しゅうまいの
皮／かたくり粉／白ご
ま（すり）／水稲穀粒
(精白米)／三温糖

★たまご／なると／豚
ひき肉／★たまご／油
揚げ

ほうれんそう／干し椎
茸／ねぎ／たけのこ
(ゆで)／にんじん／
しょうが／グリンピー
ス(冷凍)／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／バナナ

◆むぎちゃ
◆いなりずし たんぱく質 20.2 ｇ

／
脂　質 15.8 ｇ

火

22
水稲穀粒(精白米)／有
塩バター／薄力粉／か
たくり粉／サラダ油／
マカロニ／ショート
ケーキ

むき海老／★ベーコン
／鶏若鶏肉ささ身／★
パルメザンチーズ／
ロースハム

玉葱／グリンピース
(冷凍)／キャベツ／に
んじん／きゅうり／い
ちご

◆むぎちゃ
けーき たんぱく質 21.9 ｇ

／
脂　質 16.4 ｇ

水

23
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／三温糖／
黒ごま（すり）／黒砂
糖／薄力粉／ラード

鶏若鶏肉ひき肉／油揚
げ／きざみのり／かた
くちいわし(煮干し)／
さわら／★牛乳／★た
まご／豆乳（無調製）

にんじん／ねぎ／えの
きたけ／しょうが／ほ
うれんそう／きゅうり
／なつみかん／干しぶ
どう

ぎゅうにゅう
◆まーらーかお たんぱく質 22.6 ｇ

／
脂　質 16.2 ｇ

木

24
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／三温糖／ご
ま油／白ごま(いり）
／食パン(市販品）／
有塩バター／粉糖

糸引納豆／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏若鶏肉ひき肉／★た
まご／★牛乳

だいこん／玉葱／にん
じん／青ピーマン／
しょうが／こまつな／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
はっさく

ぎゅうにゅう
◆ふれんちとーすと たんぱく質 22.9 ｇ

／
脂　質 16.4 ｇ

金

25
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／ごま油／白
ごま（すり）／マヨド
レ／塩せんべい／★
ハードビスケット

木綿豆腐／豚ひき肉／
鶏小間／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
★牛乳

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
だいずもやし／キャベ
ツ／きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
せんべい たんぱく質 19.6 ｇ

／ びすけっと

脂　質 16.8 ｇ
土

27
うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／水稲
穀粒(精白米)／糸こん
にゃく／白ごま(い
り）／ごま油／三温糖

豚小間／きす／★たま
ご／鶏若鶏肉ささ身／
油揚げ／豚ひき肉

にんじん／玉葱／ねぎ
／だいこん／きゅうり
／バナナ／ほうれんそ
う

◆むぎちゃ
◆びびんばおにぎり たんぱく質 20.5 ｇ

／
脂　質 17.3 ｇ

月

28
ぎゅうにゅうぱん／
じゃがいも／三温糖／
マカロニ／薄力粉／有
塩バター／サラダ油／
上新粉／白玉粉

★ベーコン／むき海老
／★牛乳／★ピザ用
チーズ／あずき(乾）
／きな粉(大豆）

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／セロリー／パセ
リ／トマト缶詰(ホー
ル）／アスパラガス／
きゅうり／ブロッコ
リー／バレンシアオレ
ンジ／よもぎ

◆むぎちゃ
◆よもぎだんご たんぱく質 20.5 ｇ

／
脂　質 16.9 ｇ

火

たんぱく質 20.6 ｇ
／

脂　質 17.5 ｇ
木

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

30
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／サラダ油
／三温糖／マヨドレ／
白ごま(いり）／ぎょ
うざの皮

わかめご飯の素／油揚
げ／かたくちいわし
(煮干し)／豚ひき肉／
★かに風味かまぼこ／
★牛乳／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／★切
れてるチーズ

キャベツ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／にんじん／玉
葱／切干しだいこん／
きゅうり／なつみかん

ぎゅうにゅう
◆つなさもさ

な調理法に向いています。

ムニエルや揚げものにす

ると、魚が苦手なお子さ

んも食べやすくなるで

しょう。

漢字では「鰆（サワラ）」と表し、産

卵の時期に当たる春から初夏が旬とい

われています。肉質がやわらかく、春

にとれるものは味が淡泊なので、様々

サワラ(鰆)

食事の前の手洗いは、手をきれいにしてから食べる

という準備でもあり、子どもが「これからごはんを

食べる」ということを覚えていく合図でもあります。

園では保育者が声か

けをしながらおこ

なっていますが、お

うちでも習慣にでき

るといいですね。

食事の前に手洗いの習慣を
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午 後 午 後

午 前 午 前
ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcal 煮込みうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
野菜スープ 牛乳
鶏の唐揚げ コーンサラダ
ミモザサラダ 果物(バナナ)
果物(苺)

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ
もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal バーガーパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 482 kcal
焼き餃子 グリーンシチュー
野菜としらすのサラダ 白身魚のフライ
果物(はっさく) コールスローサラダ

果物(清見オレンジ)
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ

わかめと胡麻のごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal 醤油ラーメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal
すまし汁（葱・てまり麩） 焼売
みそかつ もやしと人参のナムル
ほうれん草と人参ごま和え 果物(バナナ)
果物(しらぬい）

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal 海老ピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal
白菜とえのきのスープ 野菜とベーコンのスープ
ブロッコリーのツナサラダ ささみのフリッター
果物(バナナ) マカロニサラダ

果物(苺)
食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ

コッペパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal 炊き込みご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal
クリームシチュー すまし汁（葱・えのき）
ハンバーグ 鰆の照り焼き
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとかにかまサラダ ほうれん草の胡麻和え
果物(バナナ) 果物(甘夏)

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal 納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 487 kcal
キャベツスープ 味噌汁（大根・油揚げ）
チキンサラダ 野菜つくね
果物(清見オレンジ) 小松菜と人参のナムル

果物(はっさく)
食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ

ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal 麻婆丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal
味噌汁（大根・わかめ） もやしと若布中国風スープ
カジキマグロのから揚げ ツナサラダ
ひじき豆 果物(バナナ)
果物(甘夏)

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ
ピースご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal カレーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal
若竹汁 きすの天ぷら
肉団子の甘辛煮 ささみと大根のサラダ
大根のサラダ 果物(バナナ)
果物(しらぬい）

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
磯うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 482 kcal 牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 443 kcal
豆腐の揚げ団子 ミネストローネスープ
ささみの梅サラダ えびグラタン
果物(はっさく) グリーンサラダ

果物(オレンジ)
食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ

豚丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal
鶏肉と白菜のスープ 味噌汁（キャベツ・もやし
野菜の和風ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え じゃが芋のそぼろ煮
果物(バナナ) 切干大根のサラダ

果物(甘夏)
食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ

静岡風親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 492 kcal タンパク質 19.1 g
やさいと豚肉のスープ 16.7 g 食塩相当量 1.8 g
ツナきゃべつサラダ
果物(苺) ＊今月の地場産物：たまご・長ねぎ・のらぼう・椎茸

食塩相当量 1.6 ｇ
スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal
コーンチャウダー
野菜とチーズのサラダ
果物(清見オレンジ)

食塩相当量 1.6 ｇ
筍ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal
すまし汁（葱・花麩）
松風焼き
野菜のナムル
果物(はっさく)

食塩相当量 2.0 ｇ
食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
ポトフ
ポークビーンズ
春キャベツのさっぱり和え
果物(いよかん)

食塩相当量 1.9 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
味噌汁（のらぼう・油揚げ
かつおのガリバタステーキ
春雨サラダ
果物(しらぬい）

食塩相当量 1.9 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 492 kcal タンパク質 19.1 g

16.7 g 食塩相当量 1.8 g

たんぱく質 18.5 ｇ
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日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価
日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価
熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

ｇ せんべい

ｇ

1
中華風クッキ－／ロー
ルパン／かたくり粉／
サラダ油／じゃがいも
／薄力粉／三温糖／ご
ま油

★牛乳／鶏成鶏肉モモ
(皮付き)／ロースハム
／★たまご／調製豆乳
／豚ひき肉／むき海老

キャベツ／にんじん／
玉葱／きゅうり／いち
ご／にら／しょうが

◆麦茶
18

たんぱく質 19.0 ｇ
／ ／

脂　質 16.1

塩せんべい／バーガー
パン／じゃがいも／薄
力粉／有塩バター／パ
ン粉(乾燥)／サラダ油
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／三温糖／蒸し
中華めん／ごま油

★牛乳／鶏小間／むき
かれい／★たまご／
ロースハム／豚小間

脂　質 16.4 ｇ
水 牛乳 土 りんごジュース

クッキー クラッカー

／ ／ ビスケット

脂　質 20.1

ソーダクラッカー／う
どん(ゆで)／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／マヨ
ドレ／塩せんべい／★
ハードビスケット

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
★牛乳／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

りんご 濃縮還元
ジュース／にんじん／
玉葱／キャベツ／きゅ
うり／バナナ

牛乳
◆シャンピン たんぱく質 18.9

たんぱく質 18.7 ｇ
／ ／

脂　質 14.9

中華風クッキ－／中華
めん(ゆで)／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／ごま
油／しゅうまいの皮／
かたくり粉／白ごま
（すり）／水稲穀粒
(精白米)／三温糖

★牛乳／★たまご／な
ると／豚ひき肉／★た
まご／油揚げ

脂　質 18.2 ｇ
木 牛乳 月 牛乳

塩せんべい 塩せんべい

玉葱／にんじん／ほう
れんそう／キャベツ／
清見オレンジ／はくさ
い／チンゲンツァイ／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし

◆麦茶
◆チキンドリア たんぱく質 20.9 ｇ ◆あんかけ焼きそば

ｇ

2
塩せんべい／中華めん
(ゆで)／かたくり粉／
ぎょうざの皮／サラダ
油／三温糖／水稲穀粒
(精白米)／薄力粉／有
塩バター

★牛乳／豚小間／豚ひ
き肉／しらす干し(半
乾燥品)／鶏小間／★
ピザ用チーズ

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
んじん／チンゲンツァ
イ／キャベツ／にら／
にんにく(りん茎)／
しょうが／ブロッコ
リー／きゅうり／はっ
さく／玉葱

牛乳
20

たんぱく質 20.3 ｇ
／ クッキー ／

脂　質 17.7

水稲穀粒(精白米)／有
塩バター／薄力粉／か
たくり粉／サラダ油／
マカロニ／ショート
ケーキ

★牛乳／むき海老／★
ベーコン／鶏若鶏肉さ
さ身／★パルメザン
チーズ／ロースハム

脂　質 18.5 ｇ
金 牛乳 火 牛乳

果物(バナナ) クッキー

ほうれんそう／干し椎
茸／ねぎ／たけのこ
(ゆで)／にんじん／
しょうが／グリンピー
ス(冷凍)／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／バナナ

◆麦茶
◆キャロットバナナケーキ たんぱく質 16.9 ｇ ◆いなり寿司

ｇ

3
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／てまり
麩／薄力粉／パン粉
(乾燥)／サラダ油／三
温糖／黒ごま（すり）

★牛乳／わかめご飯の
素／かたくちいわし
(煮干し)／豚ひれ／★
たまご

バナナ／ねぎ／しょう
が／にんにく(りん茎)
／にんじん／ほうれん
そう／しらぬひ(砂
じょう、生)／ﾊﾞﾚﾝｼｱｵ
ﾚﾝｼﾞ濃縮還元ｼﾞｭｰｽ

牛乳
21

たんぱく質 19.4 ｇ
／ ／

脂　質 20.0

スティックパン／水稲
穀粒(精白米)／糸こん
にゃく／三温糖／黒ご
ま（すり）／黒砂糖／
薄力粉／ラード

★牛乳／鶏若鶏肉ひき
肉／油揚げ／きざみの
り／かたくちいわし
(煮干し)／さわら／★
たまご／豆乳（無調
製）

脂　質 15.9 ｇ
土 牛乳 水 牛乳

ウエハース 果物(バナナ)

バナナ／玉葱／グリン
ピース(冷凍)／キャベ
ツ／にんじん／きゅう
り／いちご

◆麦茶
せんべい たんぱく質 19.1 ｇ ケーキ

ｇ

4
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／サラダ油／
とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／マヨドレ／塩せん
べい／中華風クッキ－

★牛乳／鶏小間／★た
まご／ずわいがに(水
煮缶詰)／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／はく
さい／えのきたけ／ブ
ロッコリー／きゅうり
／バナナ

牛乳
22

たんぱく質 18.9 ｇ
／ ／

脂　質 16.1

中華風クッキ－／水稲
穀粒(精白米)／かたく
り粉／三温糖／ごま油
／白ごま(いり）／食
パン(市販品）／有塩
バター／粉糖

糸引納豆／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏若鶏肉ひき肉／★た
まご／★牛乳

脂　質 15.9 ｇ
月 牛乳 木 牛乳

ビスケット スティックパン

にんじん／ねぎ／えの
きたけ／しょうが／ほ
うれんそう／きゅうり
／なつみかん／干しぶ
どう

牛乳
◆すいとん たんぱく質 19.8 ｇ ◆マーラーカオ

ｇ

6
★ハードビスケット／
コッペパン(市販品）
／有塩バター／じゃが
いも／サラダ油／薄力
粉／パン粉(乾燥)／三
温糖

★牛乳／豚小間／豚ひ
き肉／★たまご／★か
に風味かまぼこ／鶏小
間

玉葱／にんじん／パセ
リ／干し椎茸／ブロッ
コリー／きゅうり／バ
ナナ／だいこん／ねぎ
／生しいたけ(菌床栽
培、生)

◆麦茶
23

たんぱく質 18.4 ｇ
／ ／ ビスケット

脂　質 15.3

ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／かたくり粉
／ごま油／白ごま（す
り）／マヨドレ／塩せ
んべい／★ハードビス
ケット

★牛乳／木綿豆腐／豚
ひき肉／鶏小間／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)

脂　質 16.0 ｇ
火 麦茶 金 麦茶

スティックパン クッキー

だいこん／玉葱／にん
じん／青ピーマン／
しょうが／こまつな／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
はっさく

牛乳
◆ピザトースト たんぱく質 19.0 ｇ ◆フレンチトースト

ｇ

7
スティックパン／水稲
穀粒(精白米)／じゃが
いも／サラダ油／食パ
ン(市販品）

豚小間／★ベーコン／
鶏若鶏肉ささ身／★牛
乳／★プレスハム／★
ピザ用チーズ

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／ブロッ
コリー／清見オレンジ
／青ピーマン

牛乳
24

たんぱく質 17.4 ｇ
／ ／

脂　質 13.0

★ハードビスケット／
うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／水稲
穀粒(精白米)／糸こん
にゃく／白ごま(い
り）／ごま油／三温糖

豚小間／きす／★たま
ご／鶏若鶏肉ささ身／
油揚げ／豚ひき肉

脂　質 17.2 ｇ
水 牛乳 土 牛乳

コーンフレーク ウエハース

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
だいずもやし／キャベ
ツ／きゅうり／バナナ

牛乳
◆紅茶のケーキ たんぱく質 18.6 ｇ せんべい

ｇ

8
コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／かたく
り粉／三温糖／サラダ
油／糸こんにゃく／薄
力粉／グラニュー糖／
有塩バター

★牛乳／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／かたく
ちいわし(煮干し)／め
かじき／干ひじき(ｽﾃﾝ
ﾚｽ釜、乾)／大豆(国
産､ゆで）／油揚げ／
★たまご

だいこん／にんじん／
なつみかん／ポッカ１
００レモン

牛乳
25

たんぱく質 17.3 ｇ
／ ／

脂　質 18.4

コーンフレーク／ぎゅ
うにゅうぱん／じゃが
いも／三温糖／マカロ
ニ／薄力粉／有塩バ
ター／サラダ油／上新
粉／白玉粉

★牛乳／★ベーコン／
むき海老／★ピザ用
チーズ／あずき(乾）
／きな粉(大豆）

脂　質 15.1 ｇ
木 ヨーグルト 月 麦茶

ビスケット

にんじん／玉葱／ねぎ
／だいこん／きゅうり
／バナナ／ほうれんそ
う

◆麦茶
◆きな粉団子 たんぱく質 21.1 ｇ ◆ビビンバおにぎり

ｇ

9
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／三温糖／
かたくり粉／白ごま
(いり）／上新粉／白
玉粉

★十勝ヨーグルト／蒸
しかまぼこ／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／か
たくちいわし(煮干し)
／豚ひき肉／★牛乳／
★たまご／★かに風味
かまぼこ／きな粉(大

グリンピース／たけの
こ(ゆで)／にんじん／
玉葱／しょうが／だい
こん／きゅうり／しら
ぬひ(砂じょう、生)

牛乳
27

たんぱく質 19.1 ｇ
／ せんべい ／

脂　質 17.6

昭和　ホットケーキ
MIX／水稲穀粒(精白
米)／じゃがいも／サ
ラダ油／三温糖／マヨ
ドレ／白ごま(いり）
／ぎょうざの皮

★牛乳／調製豆乳／わ
かめご飯の素／油揚げ
／かたくちいわし(煮
干し)／豚ひき肉／★
かに風味かまぼこ／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／★切れてるチーズ

脂　質 14.5 ｇ
金 牛乳 火 牛乳

クラッカー コーンフレーク

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／セロリー／パセ
リ／トマト缶詰(ホー
ル）／アスパラガス／
きゅうり／ブロッコ
リー／バレンシアオレ
ンジ／よもぎ

◆麦茶
◆ツナマヨおにぎり たんぱく質 19.3 ｇ ◆よもぎだんご

ｇ

10
ソーダクラッカー／う
どん(ゆで)／薄力粉／
サラダ油／白ごま(い
り）／三温糖／水稲穀
粒(精白米)

★牛乳／豚小間／油揚
げ／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かたくちい
わし(煮干し)／木綿豆
腐／さくらえび(素干
し)／★たまご／鶏若
鶏肉ささ身／まぐろ缶

ねぎ／玉葱／にんじん
／きゅうり／梅干／
はっさく

◆麦茶
28

脂　質 16.8 ｇ
土 牛乳 木 牛乳

ウエハース ◆豆乳蒸しパン

キャベツ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／にんじん／玉
葱／切干しだいこん／
きゅうり／なつみかん

牛乳
クッキー たんぱく質 19.1 ｇ ◆ツナサモサ

ｇ

11
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／白
ごま（すり）／マヨド
レ／中華風クッキ－／
塩せんべい

★牛乳／豚小間／鶏小
間／★かに風味かまぼ
こ

玉葱／はくさい／にん
じん／キャベツ／きゅ
うり／バナナ

牛乳
30

エネルギー
◆ヨーグルトホットケーキ たんぱく質 19.1 ｇ

脂　　　質13
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／ご
ま油／薄力粉／有塩バ
ター／サラダ油／メー
プルシロップ

★牛乳／鶏小間／なる
と／★たまご／きざみ
のり／豚肩ロース(脂
身付)／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／★プレー
ンヨーグルト

干し椎茸／たけのこ／
さやえんどう／にんじ
ん／チンゲンツァイ／
ねぎ／キャベツ／きゅ
うり／いちご

牛乳 月 平 均 栄 養 価

／
脂　質 16.4 ｇ

月 牛乳
塩せんべい

14
昭和　ホットケーキ
MIX／スパゲッティ／
サラダ油／じゃがいも
／とうもろこし缶詰(ｸ
ﾘｰﾑ)／三温糖／薄力粉

★牛乳／調製豆乳／★
ベーコン／豚小間／★
切れてるチーズ／★た
まご／ちりめんじゃこ
／あおのり

にんじん／玉葱／青
ピーマン／パセリ／
キャベツ／きゅうり／
清見オレンジ

牛乳
◆じゃこ入りお好み焼き たんぱく質 19.5 ｇ

／
脂　質 16.3 ｇ

火 牛乳
◆豆乳蒸しパン

20.0 ｇ
／

脂　質 16.3 ｇ
水

15
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／花麩
／パン粉(乾燥)／白ご
ま(いり）／白ごま
（すり）／ごま油／
コッペパン(市販品）
／グラニュー糖

★牛乳／きな粉(大
豆）／油揚げ／かたく
ちいわし(煮干し)／鶏
若鶏肉ひき肉／★たま
ご／★ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(植物
性脂肪)

たけのこ(ゆで)／にん
じん／ねぎ／玉葱／ほ
うれんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／はっさく／
いちご

牛乳
◆いちごクリームコッペ

牛乳
◆マカロニきな粉

たんぱく質

たんぱく質 19.9 ｇ
／

脂　質 15.8 ｇ
木

16
食パン(市販品）／
ジャム／じゃがいも／
三温糖／白ごま（す
り）／薄力粉／サラダ
油

★牛乳／★ウィンナー
／大豆(国産､ゆで）／
豚小間／鶏若鶏肉ささ
身／調製豆乳／豚ひき
肉

バナナ／にんじん／玉
葱／セロリー／ごぼう
／グリンピース(冷凍)
／きゅうり／キャベツ
／いよかん

◆麦茶
◆カレーまん

牛乳
果物(バナナ)

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 18.7 ｇ
／

脂　質 19.3 ｇ
金

17
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／薄力粉／有
塩バター／普通はるさ
め(乾)／ごま油／三温
糖／パイ皮／グラ
ニュー糖

★牛乳／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
かつお／ロースハム／
★たまご

のらぼう菜／にんにく
(りん茎)／しょうが／
こねぎ／きゅうり／に
んじん／しらぬひ(砂
じょう、生)

牛乳
◆シュガーパイ

牛乳
ウエハース

地中海東部が原産とされるユリ科の植物

で、芽が出始める春先がやわらかくてお

いしい季節です。新陳代謝を促し、疲労

回復の効果があるといわれるアスパラ

ギン酸が豊富に含まれて

います。火が通るのに時

間がかかるので、炒めも

のなどの場合は下ゆです

ると使いやすいでしょう。

アスパラガス
当園では地元野菜など旬の食材を使い、子供

たちの喜ぶ食事を提供するよう心がけていま

す。園庭菜園でも季節ごとに様々な野菜を作

り年齢に応じた食育活動に取り入れ、食に興

味が持てるように取り組んでいます。

毎日の給食を玄関に展示し

ており、掲示などでも食に

関する情報をお知らせして

いますので、是非ご覧くだ

さい。一年間よろしくお願

い致します。

ご入園・ご進級おめでとうございます


