
令和3年　　4月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園 令和3年　　4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
バーガーパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 523 kcal 人参ロール ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal
チキンスープ グリーンシチュー
ハンバーグ 白身魚のフライ
ミモザサラダ コールスローサラダ
果物(バナナ) ゼリー

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
胡麻ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal わかめと胡麻のごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
味噌汁（大根・わかめ） やさいと豚肉のスープ
高野豆腐の煮物 厚揚げの味噌炒め
野菜の塩昆布あえ 切干大根のサラダ
果物(清見オレンジ) 果物(セミノール）

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal 醤油ラーメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal
牛乳 焼売
コーンサラダ もやしと人参のナムル
果物(バナナ) 果物(オレンジ)

食塩相当量 1.0 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
磯うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal 炊き込みご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal
きすの天ぷら 味噌汁（かき菜・豆腐）
梅ドレッシングサラダ 魚の梅マリネ
果物(ネーブル) 野菜の和風ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え

果物(ネーブル)
食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ

麻婆丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal ピースご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
かきたま中華風スープ すまし汁（わかめ・豆腐）
ほうれん草と人参のり和え 肉団子のみそ煮
果物(オレンジ) ひじきの中華和え

果物(甘夏)
食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ

わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal ドリア風ライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal
味噌汁(豆腐･葱) キャベツスープ
鶏の唐揚げ 野菜のりサラダ
春雨サラダ 果物(バナナ)
果物(清見オレンジ)

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal キャロブパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal
野菜スープ マカロニスープ
ポークケチャップ ミートローフ
スパゲティーサラダ さやえんどうの和マヨ和え
ゼリー 果物(セミノール）

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
鶏ごぼうご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
すまし汁（葱・えのき） 野菜とベーコンのスープ
鮭の味噌バター煮 ささみのフリッター
ブロッコリーの和えもの マカロニサラダ
果物(はっさく) 果物(苺)

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
焼肉丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal 五穀米ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal
鶏肉と白菜のスープ 味噌汁（大根・油揚げ）
五目和え 鰆の和マヨ焼き
果物(バナナ) 小松菜と人参のナムル

果物(ネーブル)
食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ

カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal 味噌煮込みうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal
ソーセージスープ 豆腐のまさご揚げ
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとしらすのサラダ 大根の梅サラダ
果物(清見オレンジ) 果物(バナナ)

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
スパゲティーミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 499 kcal タンパク質 18.7 g
コーンチャウダー 16.8 g 食塩相当量 1.8 g
野菜とチーズのサラダ 今月の地場産物：卵・のらぼう・タケノコ
果物(ネーブル)

食塩相当量 1.4 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
味噌汁（のらぼう・油揚げ
名古屋チキン
ほうれん草の胡麻和え
果物(甘夏)

食塩相当量 2.3 ｇ
筍ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal
すまし汁（葱・花麩）
魚の新緑揚げ
野菜のナムル
果物(はっさく)

食塩相当量 1.9 ｇ
食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 484 kcal
野菜スープ
マカロニグラタン
春キャベツのさっぱり和え
果物(オレンジ)

食塩相当量 1.8 ｇ
中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal
豆腐スープ
キャベツカニカマサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.2 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 499 kcal タンパク質 18.7 g

16.8 g 食塩相当量 1.8 g

ｇ
金 麦茶

ビスケット

19.6 ｇ

15.7

◆麦茶
◆ツナマヨおにぎり たんぱく質

／
脂　質

たんぱく質

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

30
★ハードビスケット／
うどん(ゆで)／かたく
り粉／サラダ油／ごま
油／三温糖／水稲穀粒
(精白米)

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
絞り豆腐／鶏若鶏肉ひ
き肉／むき海老／ちり
めんじゃこ／★たまご
／★かに風味かまぼこ
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／だいこん／
きゅうり／梅干／バナ
ナ

19.1 ｇ
／

脂　質 18.4 ｇ
水 麦茶

クッキー

28
中華風クッキ－／水稲
穀粒(精白米)／五穀米
の素／ごま油／白ごま
(いり）／食パン(6枚
切り）／三温糖／有塩
バター／粉糖

油揚げ／かたくちいわ
し(煮干し)／さわら／
★牛乳／★たまご

だいこん／玉葱／こま
つな／にんじん／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／ネーブ
ル

牛乳
◆フレンチトースト

18.2 ｇ
／

脂　質 17.5 ｇ
火

27
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／かたくり粉／サ
ラダ油／マカロニ／グ
ラニュー糖

★牛乳／鶏小間／★
ベーコン／鶏若鶏肉さ
さ身／★パルメザン
チーズ／ロースハム／
★たまご／★ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰ
ﾑ(乳脂肪)／★加糖練
乳

バナナ／にんじん／玉
葱／グリンピース(冷
凍)／キャベツ／きゅ
うり／いちご／温州蜜
柑缶詰(果肉)

◆麦茶
◆手作りケーキ

牛乳
果物(バナナ)

たんぱく質

たんぱく質 21.5 ｇ
／

脂　質 20.1 ｇ
月

26
塩せんべい／キャロブ
パン／マカロニ／パン
粉(乾燥)／蒸し中華め
ん／サラダ油／ごま油
／三温糖

★牛乳／★ベーコン／
豚ひき肉／★たまご／
★切れてるチーズ／★
かに風味かまぼこ／豚
小間

キャベツ／玉葱／にん
じん／いんげん／ス
ナップえんどう／きゅ
うり／セミノール／は
くさい／チンゲンツァ
イ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし

牛乳
◆あんかけ焼きそば

牛乳
塩せんべい

たんぱく質 17.6 ｇ
／

脂　質 14.5 ｇ
土

24
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力粉
／サラダ油／有塩バ
ター／三温糖／ごま油
／食パン(市販品）

むき海老／★牛乳／★
ベーコン／きざみのり
／★ピザ用チーズ／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)

にんじん／玉葱／パセ
リ／キャベツ／ブロッ
コリー／きゅうり／バ
ナナ／トマト缶詰(ダ
イス）

牛乳
◆トマトピザトースト

麦茶
塩せんべい

たんぱく質 19.2 ｇ
／

脂　質 16.3 ｇ
金

23
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／パン
粉(乾燥)／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／かたく
り粉／白ごま(いり）
／ごま油／薄力粉／有
塩バター／サラダ油

★牛乳／きな粉(大
豆）／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／絹ごし豆
腐／かたくちいわし
(煮干し)／豚ひき肉／
★たまご／干ひじき(ｽ
ﾃﾝﾚｽ釜、乾)／ロース

グリンピース／玉葱／
きゅうり／にんじん／
なつみかん／よもぎ
(ゆで)

牛乳
◆よもぎパンケーキ

牛乳
◆マカロニきな粉

たんぱく質 19.8 ｇ
／

脂　質 16.4 ｇ
木

22
スティックパン／水稲
穀粒(精白米)／糸こん
にゃく／三温糖／かた
くり粉／サラダ油／白
ごま（すり）／食パン
(6枚切り）／有塩バ
ター

★牛乳／鶏若鶏肉ひき
肉／きざみのり／油揚
げ／かたくちいわし
(煮干し)／めかじき／
サラダ竹輪／きな粉
(大豆）

にんじん／ぶなしめじ
／かきな／梅干／キャ
ベツ／きゅうり／ネー
ブル

牛乳
◆きな粉トースト

牛乳
スティックパン

たんぱく質 20.0 ｇ
／

脂　質 18.4 ｇ
水

21
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）／強力粉(１
等)／三温糖／オリー

★牛乳／★たまご／な
ると／豚ひき肉／★た
まご／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／★切れて
るチーズ

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／バレンシアオ
レンジ／玉葱

牛乳
◆カルツォーネ

牛乳
クッキー

たんぱく質 17.7 ｇ
／

脂　質 16.3 ｇ
火

20
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／サラダ
油／三温糖／薄力粉／
有塩バター／メープル
シロップ

★牛乳／わかめご飯の
素／豚小間／生揚げ／
豚ひき肉／★かに風味
かまぼこ／★たまご／
★プレーンヨーグルト

バナナ／にんじん／チ
ンゲンツァイ／ねぎ／
玉葱／青ピーマン／切
干しだいこん／きゅう
り／セミノール

牛乳
◆ヨーグルトホットケーキ

牛乳
果物(バナナ)

たんぱく質 17.2 ｇ
／

脂　質 15.5 ｇ
月

19
塩せんべい／人参ロー
ル／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／ゼリー／
水稲穀粒(精白米)／白

★牛乳／鶏小間／むき
かれい／★たまご／
ロースハム

玉葱／にんじん／ほう
れんそう／キャベツ

◆麦茶
◆五平餅

牛乳
塩せんべい

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

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

17.8 ｇ
／

脂　質 17.6 ｇ
木

1
ウエハース／白パン／
かたくり粉／パン粉
(乾燥)／じゃがいも／
もち米／水稲穀粒(精
白米)／黒ごま(いり）

★牛乳／鶏小間／豚ひ
き肉／★たまご／ロー
スハム／ささげ(乾）

にんじん／えのきたけ
／玉葱／干し椎茸／
きゅうり／バナナ／ｱﾝ
ﾊﾟﾝﾏﾝスイートりんご

りんごジュース
◆赤飯おにぎり

牛乳
ウエハース

たんぱく質

19.1 ｇ
／

脂　質 18.5 ｇ
金

2
スティックパン／水稲
穀粒(精白米)／白ごま
(いり）／サラダ油／
三温糖／ごま油／グラ
ニュー糖／薄力粉／無
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)／凍り豆腐
／鶏若鶏肉モモ(煮物
用）／★かに風味かま
ぼこ／塩昆布／★牛乳
／★たまご

だいこん／にんじん／
干し椎茸／たけのこ
(ゆで)／ごぼう／きゅ
うり／キャベツ／清見
オレンジ

牛乳
◆マドレーヌ

麦茶
スティックパン

たんぱく質

17.0 ｇ
／

脂　質 16.4 ｇ
土

3
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
◆ジャムサンド

りんごジュース
クラッカー

たんぱく質

20.7 ｇ
／

脂　質 19.7 ｇ
月

5
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／食パン
(市販品）／有塩バ
ター／メープルシロッ
プ

★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)／きす／
★たまご／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

ねぎ／玉葱／キャベツ
／いんげん／にんじん
／梅(塩漬)／ネーブル

牛乳
◆メープルバターサンド

牛乳
クラッカー

たんぱく質

17.6 ｇ
／

脂　質 18.7 ｇ
火

6
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／かたくり粉
／ごま油／三温糖／薄
力粉／無塩バター／グ
ラニュー糖／ジャム

★牛乳／木綿豆腐／豚
ひき肉／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／★たま
ご／なると／サラダ竹
輪／きざみのり

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
チンゲンツァイ／ほう
れんそう／きゅうり／
ミネオラオレンジ

牛乳
◆スコーン

牛乳
ウエハース

たんぱく質

17.4 ｇ
／

脂　質 16.4 ｇ
水

7
★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
普通はるさめ(乾)／ご
ま油／三温糖／薄力粉
／有塩バター

★牛乳／わかめご飯の
素／絹ごし豆腐／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／★かに風味かまぼこ
／★切れてるチーズ

ねぎ／スナップえんど
う／きゅうり／にんじ
ん／清見オレンジ／ほ
うれんそう

牛乳
◆ほうれん草蒸しパン

牛乳
ビスケット

たんぱく質

17.5 ｇ
／

脂　質 16.7 ｇ
木

8
ロールパン／三温糖／
スパゲッティ／ゼリー
／水稲穀粒(精白米)／
白ごま(いり）

★牛乳／豚小間／ロー
スハム／しらす干し
(微乾燥品)／油揚げ

バナナ／キャベツ／に
んじん／玉葱／マッ
シュルーム／にんにく
(りん茎)／きゅうり

◆麦茶
◆しらすいなり寿司

牛乳
果物(バナナ)

たんぱく質

20.4 ｇ
／

脂　質 17.1 ｇ
金

9
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／三温糖／
サラダ油／有塩バター
／白ごま（すり）／パ
イ皮／グラニュー糖

★十勝ヨーグルト／鶏
若鶏肉ひき肉／かたく
ちいわし(煮干し)／し
ろさけ／きざみのり／
かつお加工品(削り節)
／★牛乳／★たまご

ごぼう／いんげん／ね
ぎ／えのきたけ／ブ
ロッコリー／きゅうり
／はっさく

牛乳
◆シュガーパイ

ヨーグルト

たんぱく質

17.9 ｇ
／

脂　質 18.2 ｇ
土

10
中華風クッキ－／水稲
穀粒(精白米)／かたく
り粉／黒ごま（すり）
／食パン(市販品）／
とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)

★牛乳／豚肩(脂身付
き)／鶏小間／油揚げ
／★かに風味かまぼこ
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)

玉葱／しょうが／にん
にく(りん茎)／はくさ
い／にんじん／こまつ
な／りょくとうもやし
／バナナ

牛乳
◆ツナマヨトースト

牛乳
クッキー

たんぱく質

17.8 ｇ
／

脂　質 12.9 ｇ
月

12
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／じゃがいも
／ごま油／三温糖／薄
力粉

豚小間／★ウィンナー
／しらす干し(半乾燥
品)／調製豆乳／鶏小
間

玉葱／にんじん／ぶな
しめじ／ブロッコリー
／きゅうり／清見オレ
ンジ／きになる野菜／
だいこん／ねぎ／生し
いたけ(菌床栽培、生)

気になる野菜ジュース
◆すいとん

麦茶
塩せんべい

たんぱく質

19.5 ｇ
／

脂　質 13.1 ｇ
火

13
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／水稲穀
粒(精白米)／白ごま
(いり）

調製豆乳／豚ひき肉／
豚小間／★牛乳／★切
れてるチーズ／塩ざけ

玉葱／にんじん／パセ
リ／キャベツ／きゅう
り／ネーブル

◆麦茶
◆鮭おにぎり

麦茶
◆豆乳蒸しパン

たんぱく質

18.2 ｇ
／

脂　質 16.3 ｇ
水

14
コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／三温糖
／薄力粉／白ごま(い
り）／黒ごま（すり）
／グラニュー糖／有塩
バター

★牛乳／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／★たまご

のらぼう菜／にんにく
(りん茎)／ほうれんそ
う／にんじん／きゅう
り／なつみかん／ポッ
カ１００レモン

牛乳
◆紅茶のケーキ

牛乳
コーンフレーク

たんぱく質

18.1 ｇ
／

脂　質 16.9 ｇ
木

15
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／花麩
／薄力粉／サラダ油／
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)／た
ら／★たまご／★ﾎｲｯ
ﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂肪)

たけのこ(ゆで)／にん
じん／ねぎ／パセリ／
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

19.1 ｇ
／

脂　質 16.3 ｇ
金

16
食パン(8枚切り)／
ジャム／マカロニ／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／薄力粉／有塩バター
／白ごま（すり）／三
温糖／サラダ油／かた
くり粉／ごま油

★牛乳／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／★ピ
ザ用チーズ／鶏若鶏肉
ささ身／豚ひき肉

バナナ／キャベツ／に
んじん／玉葱／パセリ
／きゅうり／バレンシ
アオレンジ／干し椎茸
／ねぎ／たけのこ(ゆ
で)／しょうが

牛乳
◆肉まん

牛乳
果物(バナナ)

たんぱく質

脂　質 16.6 ｇ
土

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 20.3 ｇ
17

ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／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)／さ
つまいも／無塩バター
／三温糖

★牛乳／豚小間／むき
海老／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)／★かに風味
かまぼこ／★切れてる
チーズ／★たまご

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／さや
えんどう／ねぎ／キャ
ベツ／きゅうり／バナ
ナ

牛乳
◆さつま芋蒸しパン

牛乳
クラッカー

／

4月8日は、お釈迦さまの像に甘茶をかけて祝う

花祭りです。甘茶はヤマアジサイの変種の葉か

ら作られたお茶で、そのままでは苦く、発酵さ

せることで砂糖の

数百倍もの甘味が

出ます。また、甘

茶で赤ちゃんの頭

をこすると、元気

で丈夫な子に育つ

といわれています。

花祭りの甘茶

竹の若い芽で、土から出るとあっという間に生長して

しまうため、早めの収穫が必要で

す。出始めの時期は香りが強く、

だんだんと甘みが増してきます。

収穫から時間がたつとアクが強く

なるので、調理の前にアク抜きし

ます。炊き込みごはんや煮物など

で食感や香りを楽しみましょう。

たけのこ
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午 後 午 後

午 前 午 前
ばーがーぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 634 kcal にんじんろーる ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal
ちきんすーぷ ぐりーんしちゅー
はんばーぐ しろみざかなのふらい
みもざさらだ こーるすろーさらだ
ばなな ぜりー

食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal わかめとごまのごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 609 kcal
みそしる やさいとぶたにくのすーぷ
こうやとうふのにもの あつあげのみそいため
やさいのこんぶあえ きりぼしだいこんのさらだ
きよみおれんじ せみのーる

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
すぱげてぃーなぽりたん ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal しょうゆらーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 578 kcal
ぎゅうにゅう しゅうまい
こーんさらだ やさいのなむる
ばなな おれんじ

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
いそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 576 kcal たきこみごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 577 kcal
きすのてんぷら みそしる
うめどれっしんぐさらだ さかなのうめまりね
ネーブル やさいわふうまよねｰず

ネーブル
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ

まーぼーどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal ぴーすごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal
かきたますーぷ すましじる
ほうれんそののりあえ にくだんごのみそに
おれんじ ひじきのちゅうかあえ

あまなつ
食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal どりあふうらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal
みそしる きゃべつスープ
とりのからあげ やさいのりさらだ
はるさめさらだ ばなな
きよみおれんじ

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
ろーるぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 591 kcal きゃろぶぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal
やさいすーぷ まかろにすーぷ
ぽーくけちゃっぷ みーとろーふ
すぱげてぃーさらだ さやえんどうのまよあえ
ぜりー せみのーる

食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ
とりごぼうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal ちきんらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal
すましじる やさいとべーこんのすーぷ
さけのみそばたーに ささみのフリッター
ぶろっこりーのあえもの まかろにさらだ
はっさく いちご

食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
やきにくどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal ごこくまいごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
とりにくはくさいのすーぷ みそしる
ごもくあえ さわらのまよやき
ばなな こまつなにんじんのなむ

ネーブル
食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ

かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 576 kcal みそにこみうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal
そーせーじすーぷ とうふのまさごあげ
ぶろっこりーのさらだ だいこんのうめさらだ
きよみおれんじ ばなな

食塩相当量 2.6 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
すぱげてぃーみーとそーす ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 586 kcal タンパク質 22.8 g
こーんちゃうだー 19.6 g 食塩相当量 2.1 g
やさいとちーずのさらだ 今月の地場産物：卵・のらぼう・タケノコ
ネーブル

食塩相当量 1.5 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal
みそしる
なごやちきん
ほうれんそうのごまあえ
あまなつ

食塩相当量 2.5 ｇ
たけのこごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 578 kcal
すましじる
さかなのしんりょくあげ
やさいのなむる
はっさく

食塩相当量 2.4 ｇ
しょくぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal
やさいすーぷ
まかろにぐらたん
春キャベツのさっぱり和え
おれんじ

食塩相当量 2.4 ｇ
ちゅうかどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
とうふすーぷ
きゃべつかにかまさらだ
ばなな

食塩相当量 1.4 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 586 kcal タンパク質 22.8 g

19.6 g 食塩相当量 2.1 g

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

30
うどん(ゆで)／かたく
り粉／サラダ油／ごま
油／三温糖／水稲穀粒
(精白米)

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
絞り豆腐／鶏若鶏肉ひ
き肉／むき海老／ちり
めんじゃこ／★たまご
／★かに風味かまぼこ
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／だいこん／
きゅうり／梅干／バナ
ナ

ｇ
金

28
水稲穀粒(精白米)／五
穀米の素／ごま油／白
ごま(いり）／食パン
(6枚切り）／三温糖／
有塩バター／粉糖

油揚げ／かたくちいわ
し(煮干し)／さわら／
★牛乳／★たまご

だいこん／玉葱／こま
つな／にんじん／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／ネーブ
ル

ぎゅうにゅう
◆ふれんちとーすと

◆むぎちゃ
◆つなまよおにぎり たんぱく質 23.7 ｇ

／
脂　質 18.5

たんぱく質 24.2 ｇ
／

脂　質 20.4 ｇ
水

27
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／かたくり粉／サ
ラダ油／マカロニ／グ
ラニュー糖

鶏小間／★ベーコン／
鶏若鶏肉ささ身／★パ
ルメザンチーズ／ロー
スハム／★たまご／★
ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂肪)／
★加糖練乳

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／キャ
ベツ／きゅうり／いち
ご／温州蜜柑缶詰(果
肉)

◆むぎちゃ
◆てづくりけーき たんぱく質 22.4 ｇ

／
脂　質 20.8 ｇ

火

たんぱく質 24.8 ｇ
／

脂　質 22.7 ｇ
月

26
キャロブパン／マカロ
ニ／パン粉(乾燥)／蒸
し中華めん／サラダ油
／ごま油／三温糖

★ベーコン／豚ひき肉
／★牛乳／★たまご／
★切れてるチーズ／★
かに風味かまぼこ／豚
小間

キャベツ／玉葱／にん
じん／いんげん／ス
ナップえんどう／きゅ
うり／セミノール／は
くさい／チンゲンツァ
イ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし

ぎゅうにゅう
◆あんかけやきそば

たんぱく質 21.7 ｇ
／

脂　質 17.7 ｇ
土

24
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／薄力粉／サラダ油／
有塩バター／三温糖／
ごま油／食パン(市販
品）

むき海老／★牛乳／★
ベーコン／きざみのり
／★ピザ用チーズ／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)

にんじん／玉葱／パセ
リ／キャベツ／ブロッ
コリー／きゅうり／バ
ナナ／トマト缶詰(ダ
イス）

ぎゅうにゅう
◆とまとぴざとーすと

たんぱく質 21.6 ｇ
／

脂　質 18.3 ｇ
金

23
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／三温
糖／かたくり粉／白ご
ま(いり）／ごま油／
薄力粉／有塩バター／
サラダ油

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／絹ごし豆腐／
かたくちいわし(煮干
し)／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／★デザート

グリンピース／玉葱／
きゅうり／にんじん／
なつみかん／よもぎ
(ゆで)

ぎゅうにゅう
◆よもぎぱんけーき

たんぱく質 24.4 ｇ
／

脂　質 19.8 ｇ
木

22
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／三温糖／
かたくり粉／サラダ油
／白ごま（すり）／食
パン(6枚切り）／有塩
バター

鶏若鶏肉ひき肉／きざ
みのり／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
めかじき／サラダ竹輪
／★牛乳／きな粉(大
豆）

にんじん／ぶなしめじ
／かきな／梅干／キャ
ベツ／きゅうり／ネー
ブル

ぎゅうにゅう
◆きなことーすと

たんぱく質 24.9 ｇ
／

脂　質 19.4 ｇ
水

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）／強力粉
(１等)／三温糖／オ
リーブ油

★たまご／なると／豚
ひき肉／★たまご／★
牛乳／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／★切れて
るチーズ

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／バレンシアオ
レンジ／玉葱

ぎゅうにゅう
◆かるつぉーね

たんぱく質 22.4 ｇ
／

脂　質 20.9 ｇ
火

20
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／サラダ
油／三温糖／薄力粉／
有塩バター／メープル
シロップ

わかめご飯の素／豚小
間／生揚げ／豚ひき肉
／★かに風味かまぼこ
／★牛乳／★たまご／
★プレーンヨーグルト

にんじん／チンゲン
ツァイ／ねぎ／玉葱／
青ピーマン／切干しだ
いこん／きゅうり／セ
ミノール

ぎゅうにゅう
◆よーぐるとほっとけーき

たんぱく質 22.6 ｇ
／

脂　質 18.7 ｇ
月

19
人参ロール／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
／ゼリー／水稲穀粒
(精白米)／白ごま（す

鶏小間／★牛乳／むき
かれい／★たまご／
ロースハム

玉葱／にんじん／ほう
れんそう／キャベツ

◆むぎちゃ
◆ごへいもち

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

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

21.9 ｇ
／

脂　質 19.4 ｇ
木

1
バーガーパン／かたく
り粉／パン粉(乾燥)／
じゃがいも／もち米／
水稲穀粒(精白米)／黒
ごま(いり）

鶏小間／豚ひき肉／★
牛乳／★たまご／ロー
スハム／ささげ(乾）

にんじん／えのきたけ
／玉葱／干し椎茸／
きゅうり／バナナ／ｱﾝ
ﾊﾟﾝﾏﾝスイートりんご

りんごじゅーす
◆せきはんおにぎり たんぱく質

22.2 ｇ
／

脂　質 21.8 ｇ
金

2
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／サラダ
油／三温糖／ごま油／
グラニュー糖／薄力粉
／無塩バター

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／凍り豆腐
／鶏若鶏肉モモ(煮物
用）／★かに風味かま
ぼこ／塩昆布／★牛乳
／★たまご

だいこん／にんじん／
干し椎茸／たけのこ
(ゆで)／ごぼう／きゅ
うり／キャベツ／清見
オレンジ

ぎゅうにゅう
◆まどれーぬ たんぱく質

21.7 ｇ
／

脂　質 21.8 ｇ
土

3
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
◆じゃむさんど たんぱく質

24.9 ｇ
／

脂　質 22.5 ｇ
月

5
うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／白ごま
(いり）／三温糖／食
パン(市販品）／有塩
バター／メープルシ
ロップ

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)／きす／★たま
ご／まぐろ缶詰(油漬ﾌ
ﾚｰｸﾗｲﾄ)／★牛乳

ねぎ／玉葱／キャベツ
／いんげん／にんじん
／梅(塩漬)／ネーブル

ぎゅうにゅう
◆めーぷるばたーさんど たんぱく質

21.5 ｇ
／

脂　質 21.2 ｇ
火

6
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／ごま油／三
温糖／薄力粉／無塩バ
ター／グラニュー糖／
ジャム

木綿豆腐／豚ひき肉／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／★たまご／な
ると／サラダ竹輪／き
ざみのり／★牛乳

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
チンゲンツァイ／ほう
れんそう／きゅうり／
ミネオラオレンジ

ぎゅうにゅう
◆すこーん たんぱく質

21.8 ｇ
／

脂　質 19.6 ｇ
水

7
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
普通はるさめ(乾)／ご
ま油／三温糖／薄力粉
／有塩バター

わかめご飯の素／絹ご
し豆腐／かたくちいわ
し(煮干し)／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／★かに
風味かまぼこ／★牛乳
／★切れてるチーズ

ねぎ／スナップえんど
う／きゅうり／にんじ
ん／清見オレンジ／ほ
うれんそう

ぎゅうにゅう
◆ほうれんそうむしぱん たんぱく質

22.0 ｇ
／

脂　質 21.1 ｇ
木

8
ロールパン／三温糖／
スパゲッティ／ゼリー
／水稲穀粒(精白米)／
白ごま(いり）

豚小間／ロースハム／
しらす干し(微乾燥品)
／油揚げ

キャベツ／にんじん／
玉葱／マッシュルーム
／にんにく(りん茎)／
きゅうり

◆むぎちゃ
◆しらすいなりずし たんぱく質

24.5 ｇ
／

脂　質 21.9 ｇ
金

9
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／三温糖／
サラダ油／有塩バター
／白ごま（すり）／パ
イ皮／グラニュー糖

鶏若鶏肉ひき肉／かた
くちいわし(煮干し)／
しろさけ／きざみのり
／かつお加工品(削り
節)／★牛乳／★たま
ご

ごぼう／いんげん／ね
ぎ／えのきたけ／ブ
ロッコリー／きゅうり
／はっさく

ぎゅうにゅう
◆しゅがーぱい たんぱく質

21.7 ｇ
／

脂　質 17.6 ｇ
土

10
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／黒ごま（す
り）／食パン(市販
品）／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)

豚肩(脂身付き)／鶏小
間／油揚げ／★かに風
味かまぼこ／★牛乳／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)

玉葱／しょうが／にん
にく(りん茎)／はくさ
い／にんじん／こまつ
な／りょくとうもやし
／バナナ

ぎゅうにゅう
◆つなまよとーすと たんぱく質

21.5 ｇ
／

脂　質 16.2 ｇ
月

12
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／ごま油／
三温糖／薄力粉

豚小間／★ウィンナー
／しらす干し(半乾燥
品)／調製豆乳／鶏小
間

玉葱／にんじん／ぶな
しめじ／ブロッコリー
／きゅうり／清見オレ
ンジ／きになる野菜／
だいこん／ねぎ／生し
いたけ(菌床栽培、生)

きになるやさいじゅーす
◆すいとん たんぱく質

24.0 ｇ
／

脂　質 16.4 ｇ
火

13
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／水稲穀粒(精
白米)／白ごま(いり）

豚ひき肉／豚小間／★
牛乳／★切れてるチー
ズ／塩ざけ

玉葱／にんじん／パセ
リ／キャベツ／きゅう
り／ネーブル

◆むぎちゃ
◆さけおにぎり たんぱく質

22.8 ｇ
／

脂　質 19.9 ｇ
水

14
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／薄力粉／白ごま
(いり）／黒ごま（す
り）／グラニュー糖／
有塩バター

油揚げ／かたくちいわ
し(煮干し)／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／★牛乳
／★たまご

のらぼう菜／にんにく
(りん茎)／ほうれんそ
う／にんじん／きゅう
り／なつみかん／ポッ
カ１００レモン

ぎゅうにゅう
◆こうちゃのけーき たんぱく質

22.2 ｇ
／

脂　質 18.2 ｇ
木

15
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／花麩／薄力粉／
サラダ油／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)／たら／★
たまご／★牛乳／★ﾎ
ｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂肪)

たけのこ(ゆで)／にん
じん／ねぎ／パセリ／
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

22.0 ｇ
／

脂　質 18.4 ｇ
金

16
食パン(8枚切り)／
ジャム／マカロニ／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／薄力粉／有塩バター
／白ごま（すり）／三
温糖／サラダ油／かた
くり粉／ごま油

まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／★牛乳／★ピザ
用チーズ／鶏若鶏肉さ
さ身／豚ひき肉

キャベツ／にんじん／
玉葱／パセリ／きゅう
り／バレンシアオレン
ジ／干し椎茸／ねぎ／
たけのこ(ゆで)／しょ
うが

ぎゅうにゅう
◆にくまん たんぱく質

脂　質 17.1 ｇ
土

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 22.4 ｇ
17

水稲穀粒(精白米)／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)
／さつまいも／無塩バ
ター／三温糖

豚小間／むき海老／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)／
★かに風味かまぼこ／
★牛乳／★切れてる
チーズ／★たまご

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／さや
えんどう／ねぎ／キャ
ベツ／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆さつまいもむしぱん

／

3月から4月頃に出荷される早取りの玉

ねぎで、干さずに出荷されるため表面

の皮が薄いのが特徴です。普通の玉ね

ぎより水分が多く辛みが少ないので、

サラダなど生で食べるのに適していま

す。傷みやすいので、冷蔵庫に入れて

保存しましょう。

新玉ねぎ

旬の食材は、栄養価が高くなるうえ、甘みが増

すなど味もよくなります。春が旬の食べものは、

ビタミンやミネラルが豊富で、寒さで静かに

過ごしていた体を

目覚めさせるとい

われています。体

が欲する分、旬の

食べものはよりお

いしく感じられる

のでしょう。

旬の食べものがおいしい理由


