
令和3年　　5月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園 令和3年　　5月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園

午 後 午 後

午 前 午 前
スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 525 kcal 五目チャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
牛乳 わかめとなるとのスープ
ツナサラダ 野菜とささみのごま和え
果物(バナナ) 果物(バナナ)

食塩相当量 1.1 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
こいのぼりごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 471 kcal ピースご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal
すまし汁（葱・はんぺん） 味噌汁(豆腐･わかめ)
手作りナゲット カジキの梅醤油漬け
ｶﾆｶﾏとブロッコリーサラダ ほうれん草の胡麻和え
果物（キウイフルーツ） 果物(甘夏)

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal 牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 kcal
味噌汁（大根・ほうれん草 ミネストローネスープ
たらのきのこソースかけ 白身魚のクリーム煮
野菜の塩昆布あえ ブロッコリーのサラダ
果物(セミノール） 果物(バナナ)

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ
えびのあんかけチャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal 海老ピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal
鶏肉と白菜のスープ チキンスープ
野菜の和風ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え メンチカツ
果物(バナナ) 春雨サラダ

果物（キウイフルーツ）
食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ

親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal じゃこご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal
豚汁 味噌汁（玉葱・もやし）
ほうれん草のひじきサラダ 高野豆腐の煮物
果物(甘夏) ちくわのごまあえ

果物（グレープフルーツ）
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ

わかめおにぎり ｴﾈﾙｷﾞｰ 525 kcal スパゲティーミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal
りんごジュース 白菜とえのきのスープ
卵焼き 野菜とチーズのサラダ
鶏の唐揚げ 果物(セミノール）
スパゲティーサラダ
果物(セミノール） 食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal 煮込みうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal
味噌汁(スナップえんどう 牛乳
豚肉の生姜焼き コーンサラダ
切干大根のサラダ 果物(バナナ)
果物（グレープフルーツ）

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ
五目うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal ビビンバ ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal
竹輪の磯辺揚げ 中国風スープ
蒸し鶏の中華和え ひじきの中華和え
果物(バナナ) 果物(甘夏)

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
胡麻ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 490 kcal タンパク質 18.8 g
野菜スープ 15.6 g 食塩相当量 1.7 g
アスパラバーグ
ポテトサラダ 今月の地場産物：たまご・きゃべつ
果物(セミノール）

食塩相当量 1.5 ｇ
麻婆丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal
キャベツスープ
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとｺｰﾝのサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.8 ｇ
食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal
コーンチャウダー
鶏のトマト煮
キャベツサラダ
ゼリー

食塩相当量 1.8 ｇ
鶏ごぼうご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 472 kcal
すまし汁（葱・花麩）
あじのパン粉焼き
五目和え
果物（グレープフルーツ）

食塩相当量 1.7 ｇ
そら豆のごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 480 kcal
味噌汁（じゃが芋・玉葱）
筑前煮
カニカマのおかか和え
果物(甘夏)

食塩相当量 2.1 ｇ
もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcal
焼き餃子
ゴボウサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.7 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 kcal
かきたま汁
レバーのカレー風味揚げ
きのこサラダ
果物(セミノール）

食塩相当量 1.8 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 490 kcal タンパク質 18.8 g

15.6 g 食塩相当量 1.7 g

18.8 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
1

ソーダクラッカー／ス
パゲッティ／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／サン
ドイッチ用食パン／
ジャム

ベーコン／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／青ピーマン／
キャベツ／きゅうり／
バナナ

牛乳
22

たんぱく質

脂　質

たんぱく質 21.2 ｇ ◆カルピスカップケーキ

たんぱく質

18.5 ｇ
／ ／

脂　質 15.7

水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／サラダ油／三温
糖／黒ごま（すり）

ヨーグルト／絹ごし豆
腐／湯通し塩蔵わかめ
／煮干し／めかじき／
牛乳／たまご／カルピ
ス 脂　質 15.1 ｇ

木 麦茶 月 ヨーグルト
塩せんべい

グリンピース／梅干／
ほうれんそう／にんじ
ん／えのきたけ／なつ
みかん

牛乳
柏もち

16.3 ｇ
土 りんごジュース 土 牛乳

クラッカー クラッカー

／ ／
脂　質 17.6

クラッカー／水稲穀粒
(精白米)／ごま油／黒
ごま(いり）／三温糖
／グラニュー糖／薄力
粉／無塩バター

牛乳／豚ひき肉／かに
風味かまぼこ／たまご
／湯通し塩蔵わかめ／
なると／鶏若鶏肉ささ
身

にんじん／青ピーマン
／生しいたけ／ねぎ／
キャベツ／きゅうり／
バナナ

牛乳
◆ジャムサンド たんぱく質 17.2 ◆マドレーヌ

ｇ

たんぱく質 17.7 ｇ
／ ／

脂　質 14.1

マカロニ／三温糖／ぎゅ
うにゅうぱん／じゃがい
も／薄力粉／有塩バター
／とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／ごま油／水稲穀粒

牛乳／きな粉(大豆）
／ベーコン／さわら／
ロースハム／干ひじき
／油揚げ

ｇ

◆ひじき稲荷

ｇ

7
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／薄力
粉／有塩バター／ごま油
／白ごま(いり）／グラ
ニュー糖／無塩バター／
サラダ油

干ひじき／油揚げ／絹
ごし豆腐／煮干し／た
ら／かに風味かまぼこ
／塩昆布／牛乳／たま
ご

にんじん／だいこん／
ほうれんそう／玉葱／
えのきたけ／生しいた
け／きゅうり／キャベ
ツ／セミノール

牛乳
25

ｇ

6
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／薄力粉／サ
ラダ油／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／かしわも
ち

わかめご飯の素／塩ざけ
／サラダ竹輪／スティッ
クチーズ／焼きのり／あ
られはんぺん／煮干し／
鶏若鶏肉ひき肉／たまご
／かに風味かまぼこ／牛
乳

ねぎ／糸みつば／ブ
ロッコリー／きゅうり
／サンゴールドキウイ

牛乳
24

たんぱく質 18.1

脂　質 16.7
金 麦茶 火 牛乳

ウエハース ◆マカロニきな粉

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）／
グリンピース／ブロッコ
リー／きゅうり／バナナ

◆麦茶
◆コロンコロンドーナツ たんぱく質 18.6 ｇ

ｇ
／ ／

脂　質 17.6

ウエハース／水稲穀粒／
有塩バター／かたくり粉
／パン粉／薄力粉／サラ
ダ油／普通はるさめ／ご
ま油／三温糖／グラ
ニュー糖

むき海老／鶏小間／豚
ひき肉／たまご／牛乳
／かに風味かまぼこ／
ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂肪)／
加糖練乳 脂　質 16.8 ｇ

土 牛乳 水 麦茶
クラッカー ウエハース

玉葱／グリンピース／に
んじん／えのきたけ／ほ
うれんそう／干し椎茸／
キャベツ／きゅうり／サ
ンゴールドキウイ／メロ
ン

◆麦茶
◆チーズ蒸しパン たんぱく質

たんぱく質 19.0 ｇ
／ ／

脂　質 15.6

ビスケット／水稲穀粒
／白ごま(いり）／サ
ラダ油／三温糖／白ご
ま（すり）／黒砂糖／
薄力粉／プレミックス
粉

ちりめんじゃこ／かた
くちいわし(煮干し)／
凍り豆腐／鶏小間／焼
き竹輪／牛乳／たまご

脂　質 13.2 ｇ
月 麦茶 木 麦茶

スティックパン ビスケット

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／玉
葱／にんじん／干し椎
茸／たけのこ／ごぼう
／キャベツ／ほうれん
そう／グレープフルー
ツ

牛乳

18.4 ｇ ◆ケーキ

ｇ

8
クラッカー／水稲穀粒／
サラダ油／ごま油／かた
くり粉／白ごま（すり）
／プレミックス粉／無塩
バター／三温糖

牛乳／たまご／むき海
老／鶏小間／サラダ竹
輪／切れてるチーズ／
パルメザンチーズ

ねぎ／玉葱／干し椎茸／
さやえんどう／しょうが
／にんにく／はくさい／
にんじん／キャベツ／
きゅうり／バナナ

牛乳
26

たんぱく質 18.9 ｇ
／ ／

脂　質 16.4

コーンフレーク／スパ
ゲッティ／サラダ油／
とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／三温糖／ロールパ
ン

牛乳／豚ひき肉／切れ
てるチーズ／たまご

脂　質 16.8 ｇ
火 牛乳 金 牛乳

ビスケット コーンフレーク

玉葱／にんじん／にんに
く／しょうが／トマト缶
詰／はくさい／えのきた
け／キャベツ／きゅうり
／セミノール／きになる
野菜

気になる野菜ジュース

◆にゅうめん たんぱく質 20.5 ｇ ◆サーターアンダギー

ｇ

10
スティックパン／水稲
穀粒／三温糖／じゃが
いも／糸こんにゃく／
白ごま（すり）／そう
めん

鶏小間／たまご／きざ
みのり／豚小間／油揚
げ／干ひじき／まぐろ
缶詰／牛乳／蒸しかま
ぼこ／かつお節

玉葱／ねぎ／にんじん
／ほうれんそう／なつ
みかん／生しいたけ
(菌床栽培、生)／あさ
つき

牛乳
27

たんぱく質 17.2 ｇ
／ ／

脂　質 16.1

クラッカー／うどん
(ゆで)／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／水稲穀粒
(精白米)／白ごま(い
り）

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
牛乳／まぐろ缶詰／し
らす干し／かつお節

脂　質 15.0 ｇ
水 麦茶 土 オレンジジュース

かわらせんべい クラッカー

ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ濃縮還元
ｼﾞｭｰｽ／にんじん／玉
葱／ほうれんそう／
キャベツ／きゅうり／
バナナ

牛乳

◆ピザトースト たんぱく質 20.8 ｇ ◆卵ロール

ｇ

11
ビスケット／水稲穀粒
／三温糖／サラダ油／
かたくり粉／スパゲッ
ティ／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／食パン

牛乳／わかめご飯の素
／たまご／鶏若鶏肉モ
モ／かに風味かまぼこ
／プレスハム／ピザ用
チーズ

ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝスイートりん
ご／きゅうり／にんじ
ん／セミノール／玉葱
／青ピーマン

◆麦茶
28

たんぱく質 17.9 ｇ
／ ／

脂　質 12.8

ビスケット／水稲穀粒／
糸こんにゃく／白ごま
(いり）／ごま油／三温
糖／ぎょうざの皮／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／薄
力粉／サラダ油／かたく
り粉

豚ひき肉／たまご／干
ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)
／ロースハム／牛乳／
むき海老

脂　質 15.0 ｇ
木 麦茶 月 麦茶

◆豆乳蒸しパン ビスケット

にんじん／ほうれんそう
／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／チ
ンゲンツァイ／玉葱／干
し椎茸／きゅうり／なつ
みかん／にら／しょうが

牛乳
◆しらすチャーハン

◆セサミビスコッティ たんぱく質 18.3 ｇ ◆しらすおかかおにぎり

ｇ

12
せんべい／水稲穀粒／サ
ラダ油／かたくり粉／薄
力粉／強力粉(全粒粉)／
無塩バター／グラニュー
糖／白ごま(いり）

絹ごし豆腐／湯通し塩
蔵わかめ／煮干し／豚
肩ロース(赤肉)／かに
風味かまぼこ／牛乳／
たまご

スナップえんどう／
しょうが／切干しだい
こん／にんじん／きゅ
うり／グレープフルー
ツ

牛乳
29

たんぱく質 19.8 ｇ ◆シャンピン

ｇ

13
ホットケーキMIX／う
どん／かたくり粉／ご
ま油／薄力粉／サラダ
油／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／三温糖／水稲
穀粒

調製豆乳／豚小間／な
ると／焼き竹輪／あお
のり／鶏若鶏肉ささ身
／たまご／しらす干し

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／こ
まつな／きゅうり／バ
ナナ／ねぎ

◆麦茶
31

◆じゃこ入りお好み焼き たんぱく質 18.7 ｇ

ｇ

14
ウエハース／水稲穀粒／
白ごま(いり）／パン粉
／薄力粉／三温糖／じゃ
がいも／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／お好み焼き粉
／サラダ油

豚ひき肉／たまご／牛
乳／ロースハム／ちり
めんじゃこ／あおのり

ほうれんそう／にんじ
ん／玉葱／アスパラガ
ス／きゅうり／セミ
ノール／キャベツ

牛乳

脂　質 16.8

◆のりチーズサンド たんぱく質 18.7

／
脂　質 16.1

15
クラッカー／水稲穀粒
／かたくり粉／ごま油
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／サラダ油／三
温糖／食パン

牛乳／木綿豆腐／豚ひ
き肉／ベーコン／スラ
イスチーズ／焼きのり

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
キャベツ／ブロッコ
リー／きゅうり／バナ
ナ

牛乳

金 麦茶
ウエハース

土 牛乳
クラッカー

／

／
脂　質 14.8

◆昆布おにぎり たんぱく質 17.5 ｇ

ｇ

17
塩せんべい／食パン／
ジャム／じゃがいも／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／
サラダ油／三温糖／オ
リーブ油／ごま油／ゼ
リー／水稲穀粒／白ごま
(いり）

牛乳／豚小間／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／プレ
スハム／昆布つくだ煮

玉葱／にんじん／ほう
れんそう／トマト缶詰
(ホール）／セロリー
／にんにく(りん茎)／
キャベツ／きゅうり

◆麦茶

18
ビスケット／水稲穀粒
／糸こんにゃく／三温
糖／花麩／パン粉／オ
リーブ油／黒ごま（す
り）／プレミックス粉
／サラダ油

鶏若鶏肉ひき肉／煮干
し／鯵三枚おろし／パ
ルメザンチーズ／油揚
げ／かに風味かまぼこ
／牛乳／ウィンナー

ごぼう／いんげん／ね
ぎ／にんにく(りん茎)
／こまつな／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／にんじん／
グレープフルーツ

牛乳

月 牛乳
塩せんべい

火 麦茶
ビスケット

／

◆アメリカンドッグ

／
脂　質 13.5

◆マシュマロおこし たんぱく質 18.5 ｇ

ｇ

19
マカロニ／三温糖／水稲
穀粒／黒ごま(いり）／
じゃがいも／糸こんにゃ
く／サラダ油／マシュマ
ロ／有塩バター／コーン
フレーク

きな粉／しらす干し／
湯通し塩蔵わかめ／煮
干し／鶏若鶏肉モモ／
かに風味かまぼこ／か
つお節／牛乳

そらまめ／玉葱／にん
じん／たけのこ／れん
こん／生しいたけ／ほ
うれんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／なつみかん

牛乳

20
ウエハース／中華めん
／かたくり粉／ぎょう
ざの皮／白ごま（す
り）／食パン／三温糖
／有塩バター

豚小間／豚ひき肉／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／牛乳

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／にん
じん／ほうれんそう／
キャベツ／にら／にんに
く／しょうが／ごぼう／
きゅうり／バナナ

牛乳

水 麦茶
◆マカロニきな粉

木 麦茶
ウエハース

／

◆キャラメルラスク

21
ホットケーキMIX／水
稲穀粒／かたくり粉／
サラダ油／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／三温糖
／ごま油／じゃがいも

調製豆乳／わかめご飯
の素／たまご／煮干し
／豚肝臓／ロースハム
／牛乳／ピザ用チーズ

切りみつば／しょうが
／ほうれんそう／にん
じん／ほんしめじ／え
のきたけ／セミノール
／青ピーマン／玉葱

牛乳

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

金 麦茶
◆豆乳蒸しパン

／

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

脂　質 14.8

◆ポテトピザ たんぱく質 18.7 ｇ

ｇ

ｇ

ｇ脂　質 16.9

たんぱく質 18.5

ｇ

ｇ脂　質 16.1

たんぱく質 20.6

ｇ

ｇ

Ｑ

Ａ

「まごわやさしい」

の食事を

「まごわやさしい」は、「まめ・ご

ま・わかめ・やさい・さかな・しい

たけ・いも」の頭文字で、これらの

食品を1日の食事に取り入れると栄

養バランスが整うといわれています。

献立で足りないものは何かを考える

目安にもなるので、意識してこれら

の食材を摂取しましょう。

子どもと一緒に食べもの

クイズ

食べものがうんちとして体の外に出る

までの時間は?

①6時間 ②12時間 ③24時間

正解は③。食べてからう

んちが出るまでには24時

間から72時間かかります。

食べたものは胃や小腸で

消化・吸収され、消化し

きれなかったものがうん

ちになります。



令和3年　　5月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第三保育園 令和3年　　5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
すぱげてぃーなぽりたん ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal ごもくちゃーはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal
ぎゅうにゅう わかめとなるとのすーぷ
つなさらだ やさいとささみのごまあえ
ばなな ばなな

食塩相当量 1.3 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
こいのぼりごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal ぴーすごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal
すましじる みそしる
てづくりなげっと かじきのうめしょうゆつけ
ぶろっこりーのさらだ ほうれんそうのごまあえ
きういふるーつ あまなつ

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
ひじきごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal
みそしる みねすとろーねすーぷ
たらのきのこそーすかけ しろみざかなのくりーむに
やさいのこんぶあえ ぶろっこりーのさらだ
せみのーる ばなな

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ
えびのあんかけちゃーはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 599 kcal えびぴらふ ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal
とりにくはくさいのすーぷ ちきんすーぷ
やさいわふうまよねｰず めんちかつ
ばなな はるさめさらだ

きういふるーつ
食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ

おやこどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 583 kcal じゃこごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal
とんじる みそしる
ほうれんそうひじきさらだ こうやとうふのにもの
あまなつ ちくわのごまあえ

ぐれーぷふるーつ
食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

わかめおにぎり ｴﾈﾙｷﾞｰ 598 kcal すぱげてぃーみーとそーす ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal
りんごじゅーす はくさいのすーぷ
たまごやき やさいとちーずのさらだ
とりのからあげ せみのーる
すぱげてぃーさらだ
せみのーる 食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal にこみうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal
みそしる ぎゅうにゅう
ぶたにくのしょうがやき こーんさらだ
きりぼしだいこんのさらだ ばなな
ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
ごもくうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 583 kcal びびんば ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal
ちくわのいそべあげ ちゅうごくふうすーぷ
むしどりのちゅうかあえ ひじきのちゅうかあえ
ばなな あまなつ

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 587 kcal タンパク質 23.0 g
やさいすーぷ 19.0 g 食塩相当量 2.1 g
あすぱらばーぐ
ぽてとさらだ 今月の地場産物：たまご・きゃべつ
せみのーる

食塩相当量 2.1 ｇ
まーぼーどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal
きゃべつすーぷ
ぶろっこりーのさらだ
ばなな

食塩相当量 2.3 ｇ
しょくぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal
こーんちゃうだー
とりのとまとに
きゃべつさらだ
ぜりー

食塩相当量 2.0 ｇ
とりごぼうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal
すましじる
あじのぱんこやき
ごもくあえ
ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 2.3 ｇ
そらまめのごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal
みそしる
ちくぜんに
かにかまのおかかあえ
あまなつ

食塩相当量 2.4 ｇ
もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 596 kcal
やきぎょうざ
ごぼうさらだ
ばなな

食塩相当量 1.9 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
かきたまじる
ればーのかれーふうみあげ
きのこさらだ
せみのーる

食塩相当量 2.4 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 587 kcal タンパク質 23.0 g

19.0 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 25.5 ｇ
／

脂　質 17.8 ｇ
金

21
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／三温糖／ごま油／
じゃがいも

わかめご飯の素／たま
ご／かたくちいわし
(煮干し)／豚肝臓／
ロースハム／牛乳／ピ
ザ用チーズ

切りみつば／しょうが
／ほうれんそう／にん
じん／ほんしめじ／え
のきたけ／セミノール
／青ピーマン／玉葱

ぎゅうにゅう
◆ぽてとぴざ

たんぱく質 23.0 ｇ
／

脂　質 20.6 ｇ
木

20
中華めん(ゆで)／かた
くり粉／ぎょうざの皮
／白ごま（すり）／食
パン／三温糖／有塩バ
ター

豚小間／豚ひき肉／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／牛乳

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／にん
じん／ほうれんそう／
キャベツ／にら／にんに
く(りん茎)／しょうが／
ごぼう／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆きゃらめるらすく

23.1 ｇ
／

脂　質 17.1 ｇ
水

19
水稲穀粒(精白米)／黒ご
ま(いり）／じゃがいも
／糸こんにゃく／サラダ
油／三温糖／マシュマロ
／有塩バター／コーンフ
レーク

しらす干し(半乾燥品)／
湯通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／煮干し／鶏若鶏肉
モモ／かに風味かまぼこ
／かつお節／牛乳

そらまめ／玉葱／にん
じん／たけのこ／れん
こん／生しいたけ／ほ
うれんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／なつみかん

ぎゅうにゅう
◆ましゅまろおこし たんぱく質

18
水稲穀粒(精白米)／糸こ
んにゃく／三温糖／花麩
／パン粉(乾燥)／オリー
ブ油／黒ごま（すり）／
プレミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ
用)／サラダ油

鶏若鶏肉ひき肉／煮干
し／鯵三枚おろし／パ
ルメザンチーズ／油揚
げ／かに風味かまぼこ
／牛乳／ウィンナー

ごぼう／いんげん／ね
ぎ／にんにく(りん茎)
／こまつな／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／にんじん／
グレープフルーツ

ぎゅうにゅう
◆あめりかんどっく たんぱく質 26.0 ｇ

／
脂　質 20.0 ｇ

火

◆こんぶおにぎり たんぱく質 22.0 ｇ
17

食パン／ジャム／じゃが
いも／とうもろこし缶詰
(ｸﾘｰﾑ)／サラダ油／三温
糖／オリーブ油／ごま油
／ゼリー／水稲穀粒／白
ごま(いり）

豚小間／牛乳／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／プレ
スハム／昆布つくだ煮

玉葱／にんじん／ほう
れんそう／トマト缶詰
(ホール）／セロリー
／にんにく(りん茎)／
キャベツ／きゅうり

◆むぎちゃ

／
脂　質 18.7 ｇ

月

たんぱく質 22.7 ｇ

ｇ

15
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／ごま油／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／サラダ油／三温糖／
食パン

木綿豆腐／豚ひき肉／
ベーコン／牛乳／スラ
イスチーズ／焼きのり

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
キャベツ／ブロッコ
リー／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう

／
脂　質 19.1

土

◆のりちーずさんど

◆じゃこいりおこのみやき たんぱく質 23.1 ｇ

ｇ

14
水稲穀粒(精白米)／白ご
ま(いり）／パン粉(乾
燥)／薄力粉／三温糖／
じゃがいも／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／お好み焼
き粉／サラダ油

豚ひき肉／たまご／牛
乳／ロースハム／ちり
めんじゃこ／あおのり

ほうれんそう／にんじ
ん／玉葱／アスパラガ
ス／きゅうり／セミ
ノール／キャベツ

ぎゅうにゅう

／
脂　質 19.9

金

◆しらすのちゃーはん たんぱく質 25.4 ｇ ◆しゃんぴん

ｇ

13
うどん(ゆで)／かたく
り粉／ごま油／薄力粉
／サラダ油／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／三温
糖／水稲穀粒(精白米)

豚小間／なると／焼き
竹輪／あおのり／鶏若
鶏肉ささ身／たまご／
しらす干し(微乾燥品)

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／こ
まつな／きゅうり／バ
ナナ／ねぎ

◆むぎちゃ
31

◆せさみびすこってぃ たんぱく質 22.6 ｇ ◆しらすおかかおにぎり

ｇ

12
水稲穀粒(精白米)／サラ
ダ油／かたくり粉／薄力
粉／強力粉(全粒粉)／無
塩バター／グラニュー糖
／白ごま(いり）

絹ごし豆腐／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／煮
干し／豚肩ロース(赤
肉)／かに風味かまぼ
こ／牛乳／たまご

スナップえんどう／
しょうが／切干しだい
こん／にんじん／きゅ
うり／グレープフルー
ツ

ぎゅうにゅう
29

たんぱく質 21.7 ｇ
／ ／

脂　質 15.3

水稲穀粒／糸こんにゃく
／白ごま(いり）／ごま
油／三温糖／ぎょうざの
皮／とうもろこし缶詰／
薄力粉／サラダ油／かた
くり粉

豚ひき肉／たまご／干
ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)
／ロースハム／牛乳／
むき海老

脂　質 18.5 ｇ
木 月

にんじん／ほうれんそう
／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／チ
ンゲンツァイ／玉葱／干
し椎茸／きゅうり／なつ
みかん／にら／しょうが

ぎゅうにゅう

◆ぴざとーすと たんぱく質 23.5 ｇ ◆たまごろーる

ｇ

11
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サラダ油／かた
くり粉／スパゲッティ
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／食パン

わかめご飯の素／たま
ご／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／かに風味かま
ぼこ／プレスハム／ピ
ザ用チーズ

ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝスイートりん
ご／きゅうり／にんじ
ん／セミノール／玉葱
／青ピーマン

◆むぎちゃ
28

たんぱく質 19.9 ｇ
／ ／

脂　質 20.0

うどん(ゆで)／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／水
稲穀粒(精白米)／白ご
ま(いり）

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
牛乳／まぐろ缶詰／し
らす干し／かつお節

脂　質 18.0 ｇ
水 土

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／キャベツ／
きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう

◆にゅうめん たんぱく質 24.5 ｇ ◆さーたーあんだぎー

ｇ

10
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／じゃがいも／糸
こんにゃく／白ごま
（すり）／そうめん･
ひやむぎ(乾)

鶏小間／たまご／きざ
みのり／豚小間／油揚
げ／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／まぐろ缶詰
／牛乳／蒸しかまぼこ
／かつお節

玉葱／ねぎ／にんじん
／ほうれんそう／なつ
みかん／生しいたけ
(菌床栽培、生)／あさ
つき

ぎゅうにゅう
27

たんぱく質 21.5 ｇ
／ ／

脂　質 19.0

スパゲッティ／サラダ
油／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／三温糖／ロー
ルパン

豚ひき肉／切れてる
チーズ／たまご

脂　質 20.9 ｇ
火 金

玉葱／にんじん／にんに
く／しょうが／トマト缶
詰／はくさい／えのきた
け／キャベツ／きゅうり
／セミノール／きになる
野菜

きになるやさいじゅーす

たんぱく質 23.5 ｇ
／ ／

脂　質 18.7

水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／サラダ
油／三温糖／白ごま
（すり）／黒砂糖／薄
力粉／プレミックス粉

ちりめんじゃこ／かた
くちいわし(煮干し)／
凍り豆腐／鶏小間／焼
き竹輪／牛乳／たまご

脂　質 16.5 ｇ
月 木

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／玉
葱／にんじん／干し椎
茸／たけのこ／ごぼう
／キャベツ／ほうれん
そう／グレープフルー
ツ

ぎゅうにゅう

脂　質 20.9 ｇ
土 水

玉葱／グリンピース／に
んじん／えのきたけ／ほ
うれんそう／干し椎茸／
キャベツ／きゅうり／サ
ンゴールドキウイ／メロ
ン

◆むぎちゃ
◆ちーずむしぱん たんぱく質 21.6 ｇ ◆けーき

ｇ

8
水稲穀粒(精白米)／サ
ラダ油／ごま油／かた
くり粉／白ごま（す
り）／プレミックス粉
(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／無塩バ
ター／三温糖

たまご／むき海老／鶏
小間／サラダ竹輪／牛
乳／切れてるチーズ／
パルメザンチーズ

ねぎ／玉葱／干し椎茸
／さやえんどう／しょ
うが／にんにく(りん
茎)／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
26

／ ／
脂　質 19.2

水稲穀粒(精白米)／有塩
バター／かたくり粉／パ
ン粉(乾燥)／薄力粉／サ
ラダ油／普通はるさめ
(乾)／ごま油／三温糖／
グラニュー糖

むき海老／鶏小間／豚
ひき肉／たまご／牛乳
／かに風味かまぼこ／
ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂肪)／
加糖練乳

金 火

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）／
グリンピース(冷凍)／ブ
ロッコリー／きゅうり／
バナナ

◆むぎちゃ
◆ころんころんどーなつ たんぱく質 22.7 ｇ

／ ／
脂　質 17.0

ぎゅうにゅうぱん／じゃ
がいも／三温糖／薄力粉
／有塩バター／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／ごま油
／水稲穀粒(精白米)

ベーコン／さわら／牛
乳／ロースハム／干ひ
じき／油揚げ

◆ひじきいなり

ｇ

7
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／薄力粉／有塩バ
ター／ごま油／白ごま
(いり）／グラニュー
糖／無塩バター／サラ
ダ油

干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／油揚げ／絹ごし
豆腐／かたくちいわし
(煮干し)／たら／かに
風味かまぼこ／塩昆布
／牛乳／たまご

にんじん／だいこん／
ほうれんそう／玉葱／
えのきたけ／生しいた
け(菌床栽培、生)／
きゅうり／キャベツ／
セミノール

ぎゅうにゅう
25

土 土

木 月

グリンピース／梅干／
ほうれんそう／にんじ
ん／えのきたけ／なつ
みかん

ぎゅうにゅう
かしわもち

ｇ
／

1
スパゲッティ／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／サ
ンドイッチ用食パン／
ジャム

ベーコン／牛乳／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

にんじん／玉葱／青
ピーマン／キャベツ／
きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
22

／ ／
脂　質 21.7

◆じゃむさんど たんぱく質 21.4

ｇ

脂　質 19.9

水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／サラダ油／三温
糖／黒ごま（すり）

絹ごし豆腐／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／牛乳／た
まご／カルピス

6
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／サラダ油／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
かしわもち

わかめご飯の素／塩ざけ
／サラダ竹輪／スティッ
クチーズ／焼きのり／あ
られはんぺん／煮干し／
鶏若鶏肉ひき肉／たまご
／かに風味かまぼこ／牛
乳

ねぎ／糸みつば／ブ
ロッコリー／きゅうり
／サンゴールドキウイ

ぎゅうにゅう
24

たんぱく質 26.7

たんぱく質 22.0

たんぱく質

ｇ

脂　質 20.4 ｇ

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
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 ◆かるぴすかっぷけーき

／

たんぱく質 23.3 ｇ

ｇ脂　質 20.2

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

21.8 ｇ

1ページ 2ページ

栄  養  価

ｇ

22.3 ｇ

たんぱく質

水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／黒ごま(いり）
／三温糖／グラニュー
糖／薄力粉／無塩バ
ター

豚ひき肉／かに風味か
まぼこ／たまご／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)
／なると／鶏若鶏肉さ
さ身／牛乳

にんじん／青ピーマン
／生しいたけ(菌床栽
培、生)／ねぎ／キャ
ベツ／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆まどれーぬ

18.6 ｇ脂　質

グリンピース
えんどう豆の未熟な実で、春から初夏にかけて

旬を迎えます。缶詰や冷凍食品として年中食べ

ることができますが、生の露地物は風味がよく、

豆ごはんなどに適しています。乾燥に弱いので、

さやごとビニール袋などで保存し、

さやから出したらすぐに

調理するのが

おすすめです。

端午の節句の柏もち

端午の節句には柏もちが食べられて

います。柏の木の葉は新芽が出るまで

古い葉が落ちないという特性から、

新芽が子ども、古い葉が親と

たとえられ、「家系が途絶えない」

という意味が込められています。

柏もちを食べて、子どもの健やかな成長

を祝いましょう。


