
令和3年　　6月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園 令和3年　　6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
肉うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal かやくご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal
豆腐のまさご揚げ 味噌汁(豆腐･とうみょう)
きゅうりのツナ和え 大根と高野豆腐の煮物
果物(バナナ) カニカマのおかか和え

果物(オレンジ)
食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

干しいもパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal 麻婆丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 527 kcal
たまごと野菜のスープ わかめとなるとのスープ
ミートグラタン 野菜の和風マヨドレ和え
きゃべつのハムサラダ 果物(バナナ)
果物(メロン)

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
ドライカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal 胡麻ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal
キャベツスープ わかめと葱のスープ
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとしらすのサラダ プリプリエビ春巻き
果物(オレンジ) 韓国風サラダ

果物(メロン)
食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ

もち麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal 納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
豆腐と青菜のスープ 味噌汁（大根・油揚げ）
鶏の野菜甘酢あんかけ 野菜つくね
カミカミサラダ 野菜のゆかり和え
果物（グレープフルーツ） 果物(オレンジ)

食塩相当量 1.3 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
豚丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal チーズパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal
チキンときのこのスープ トマトスープ
ツナサラダ 鰆のマヨコーン焼き
果物(バナナ) 梅ドレッシングサラダ

果物（グレープフルーツ）
食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ

チキン照り焼き丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal ほうれん草のパスタ ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
味噌汁(豆腐･かぼちゃ) とうもろこしスープ
ひじきときゅうりサラダ さつまのヨーグルトサラダ
果物（キウイフルーツ） 果物（小玉すいか）

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal
野菜スープ 味噌汁(こまつな)
スパニッシュオムレツ 鮭フライタルタルソース
マカロニサラダ 胡瓜のりおかか和え
果物（グレープフルーツ） ゼリー

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcal 煮込みうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal
味噌汁（油揚げ・玉葱） 牛乳
スズキのごま焼き コーンサラダ
春雨サラダ 果物(バナナ)
果物(オレンジ)

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
ピースご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal キャロブパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 475 kcal
ズッキーニのチキンスープ ジュリアンヌスープ
ハムチーズカツ タンドリーチキン
小松菜と人参のナムル キャベツサラダ
果物(メロン) 果物(オレンジ)

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
タンメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal 三色丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
焼売 竹の子と豚肉のスープ
切干大根のサラダ 野菜の和風ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え
ゼリー 果物（グレープフルーツ）

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal カラフルピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal
かにとわかめのスープ きのこと野菜のスープ
ブロッコリーのサラダ ミルフィーユカツ
果物(バナナ) トマトいかサラダ

果物（小玉すいか）
食塩相当量 1.3 ｇ 食塩相当量 1.2 ｇ

わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 497 kcal タンパク質 18.9 g
味噌汁（なす・油あげ） 17.3 g 食塩相当量 1.8 g
太刀魚のバター醤油焼き
小松菜とじゃこの和え物 今月の地場産物：卵・小松菜・長ねぎ
果物（小玉すいか）

食塩相当量 2.0 ｇ
五穀米ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal
すまし汁（わかめ・お麩）
揚げ鶏の香味ソース
野菜の塩昆布あえ
果物(オレンジ)

食塩相当量 1.7 ｇ
ほうれん草ロール ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal
南瓜のコンソメスープ
ポークケチャップ
人参と胡瓜のサラダ
果物（グレープフルーツ）

食塩相当量 2.1 ｇ
カレーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal
きすの天ぷら
もやしの胡麻和え
果物(バナナ)

食塩相当量 2.0 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 497 kcal タンパク質 18.9 g

17.3 g 食塩相当量 1.8 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 21.4 ｇ
／

脂　質 16.0 ｇ
木

17
うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／白ごま
(いり）／三温糖／小
麦(玄穀･国産､普通)／
有塩バター

★十勝ヨーグルト／豚
小間／きす／★たまご
／焼き竹輪／★牛乳／
おから(新製法)／★牛
乳

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／きゅうり／バ
ナナ

牛乳
◆おからケーキ

ヨーグルト

たんぱく質 20.9 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
水

16
塩せんべい／ほうれん
草ロール／三温糖／サ
ラダ油／水稲穀粒(精
白米)

★牛乳／豚小間／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)
／油揚げ／鶏若鶏肉ひ
き肉／★たまご

西洋かぼちゃ／玉葱／
いんげん／マッシュ
ルーム／にんにく(り
ん茎)／にんじん／
きゅうり／グレープフ
ルーツ／しょうが

◆麦茶
◆そぼろ稲荷

牛乳
塩せんべい

たんぱく質 16.7 ｇ
／

脂　質 14.9 ｇ
火

15
★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／五
穀米の素／てまり麩／
かたくり粉／サラダ油
／三温糖／ごま油／白
ごま(いり）／サンド
イッチ用食パン／いち

★牛乳／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／かたく
ちいわし(煮干し)／鶏
成鶏肉モモ(皮付き)／
★かに風味かまぼこ／
塩昆布／★クリーム
チーズ

葉ねぎ／ねぎ／しょう
が／にんにく(りん茎)
／きゅうり／にんじん
／キャベツ／バレンシ
アオレンジ

牛乳
◆ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞジャムサンド

牛乳
ビスケット

たんぱく質 17.1 ｇ
／

脂　質 14.7 ｇ
月

14
コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／薄力粉
／有塩バター／三温糖
／強力粉(１等)／黒砂
糖／無塩バター

★牛乳／わかめご飯の
素／油揚げ／かたくち
いわし(煮干し)／たち
うお／ちりめんじゃこ

なす／こまつな／切干
しだいこん／にんじん
／小玉スイカ

牛乳
◆手作りパン

牛乳
コーンフレーク

たんぱく質 19.7 ｇ
／

脂　質 18.5 ｇ
土

12
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／ごま
油／かたくり粉／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
マヨドレ／薄力粉／グ
ラニュー糖

★牛乳／豚小間／むき
海老／ずわいがに(水
煮缶詰)／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)
／★たまご

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／さや
えんどう／ブロッコ
リー／きゅうり／バナ
ナ

牛乳
◆台湾風カステラ

牛乳
クラッカー

たんぱく質 17.9 ｇ
／

脂　質 14.7 ｇ
金

11
スティックパン／中華
めん(ゆで)／ごま油／
しゅうまいの皮／かた
くり粉／白ごま(い
り）／ゼリー／水稲穀
粒(精白米)

★牛乳／豚小間／豚ひ
き肉／★たまご／★か
に風味かまぼこ／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／チ
ンゲンツァイ／干し椎
茸／ねぎ／たけのこ
(ゆで)／しょうが／グ
リンピース(冷凍)／切
干しだいこん／きゅう

◆麦茶
◆梅としらすのおにぎり

牛乳
スティックパン

たんぱく質 19.8 ｇ
／

脂　質 19.3 ｇ
木

10
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／小麦
(玄穀･国産､普通)／パ
ン粉(乾燥)／サラダ油
／ごま油／白ごま(い
り）／食パン(市販
品）

★牛乳／きな粉(大
豆）／鶏小間／ロース
ハム／★切れてるチー
ズ／★たまご／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

グリンピース／にんじ
ん／えのきたけ／ズッ
キーニ／干し椎茸／玉
葱／こまつな／ﾌﾞﾗｯｸ
ﾏｯﾍﾟもやし／★メロン
(温室)／きゅうり

牛乳
◆ツナサンド

牛乳
◆マカロニきな粉

たんぱく質 17.1 ｇ
／

脂　質 17.1 ｇ
水

9
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／白ごま(い
り）／黒ごま(いり）
／普通はるさめ(乾)／
ごま油／三温糖／グラ
ニュー糖／★ハードビ
スケット／ジャム

★牛乳／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
すずき／ロースハム／
★ヨーグルト(全脂無
糖)／★クリームチー
ズ／★クリーム(乳脂
肪)／ゼラチン

玉葱／いんげん／きゅ
うり／にんじん／バレ
ンシアオレンジ

牛乳
◆レアチーズケーキ

牛乳
ウエハース

たんぱく質 17.6 ｇ
／

脂　質 17.1 ｇ
火

8
食パン(8枚切り)／
ジャム／じゃがいも／
マカロニ／薄力粉／三
温糖／サラダ油／かた
くり粉／ごま油

★たまご／★牛乳／★
ベーコン／★かに風味
かまぼこ／豚ひき肉

バナナ／チンゲンツァ
イ／玉葱／にんじん／
青ピーマン／きゅうり
／グレープフルーツ／
干し椎茸／ねぎ／たけ
のこ(ゆで)／しょうが

牛乳
◆肉まん

麦茶
果物(バナナ)

たんぱく質 17.6 ｇ
／

脂　質 16.1 ｇ
月

7
★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サラダ油／ごま
(いり）／薄力粉／上
新粉／ごま油

★牛乳／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／★たまご／
きざみのり／絹ごし豆
腐／かたくちいわし
(煮干し)／干ひじき(ｽ
ﾃﾝﾚｽ釜、乾)／ロース
ハム／豚ひき肉／さく

葉ねぎ／日本かぼちゃ
／さやえんどう／きゅ
うり／にんじん／キウ
イフルーツ／きになる
野菜／にら／ねぎ

気になる野菜ジュース
◆チヂミ

牛乳
ビスケット

たんぱく質 18.5 ｇ
／

脂　質 16.3 ｇ
土

5
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／三温
糖／ごま油／プレミッ
クス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／無
塩バター

★牛乳／豚小間／鶏小
間／まぐろ缶詰(油漬ﾌ
ﾚｰｸﾗｲﾄ)／★切れてる
チーズ／★パルメザン
チーズ／★たまご

玉葱／にんじん／えの
きたけ／干し椎茸／
キャベツ／きゅうり／
バナナ

牛乳
◆チーズ蒸しパン

牛乳
クラッカー

たんぱく質 18.5 ｇ
／

脂　質 18.2 ｇ
金

4
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／おお
むぎ(米粒麦）／かた
くり粉／ごま油／サラ
ダ油／フライドポテト

★牛乳／きな粉(大
豆）／絹ごし豆腐／鶏
若鶏肉胸(皮なし)／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／あおのり

チンゲンツァイ／玉葱
／にんじん／青ピーマ
ン／赤ピーマン／たけ
のこ(ゆで)／パイン
アップル(缶詰)／れん
こん／ごぼう／きゅう
り／グレープフルーツ

牛乳
◆フライドポテト

牛乳
◆マカロニきな粉

たんぱく質 17.9 ｇ
／

脂　質 16.2 ｇ
木

3
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／サラダ油／
三温糖／サンドイッチ
用食パン／グラニュー
糖

豚ひき肉／★うずら卵
(水煮）／しらす干し
(半乾燥品)／★牛乳／
★ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂肪･
植物性)

玉葱／にんじん／青
ピーマン／グリンピー
ス(冷凍)／キャベツ／
ブロッコリー／きゅう
り／バレンシアオレン
ジ／温州蜜柑缶詰(果
肉)

牛乳
◆フルーツサンド

麦茶
塩せんべい

たんぱく質 18.9 ｇ
／

脂　質 20.1 ｇ
水

2
ほしいもぱん／オリー
ブ油／マカロニ／三温
糖／ごま油／黒砂糖／
薄力粉／ラード

★牛乳／★たまご／豚
ひき肉／★ピザ用チー
ズ／ロースハム

バナナ／ズッキーニ／
玉葱／ブロッコリー／
トマト缶詰(ダイス）
／キャベツ／きゅうり
／★メロン(温室)／干
しぶどう

牛乳
◆マーラーカオ

牛乳
果物(バナナ)

たんぱく質 20.7 ｇ
／

脂　質 17.3 ｇ
火

1
★ハードビスケット／
うどん(ゆで)／かたく
り粉／サラダ油／黒ご
ま（すり）／水稲穀粒
(精白米)／ごま油

★牛乳／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／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／か

玉葱／ねぎ／にんじん
／きゅうり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／バナナ／葉
ねぎ

◆麦茶
◆チャーハン

牛乳
ビスケット

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

18
昭和　ホットケーキ
MIX／水稲穀粒(精白
米)／糸こんにゃく／
三温糖／サラダ油／薄
力粉／無塩バター／グ
ラニュー糖／ジャム

調製豆乳／油揚げ／き
ざみのり／絹ごし豆腐
／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
／かつお加工品(かつ

ごぼう／にんじん／ト
ウミョウ(芽ばえ、生)
／干し椎茸／だいこん
／ほうれんそう／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／バレン
シアオレンジ

牛乳
◆スコーン たんぱく質 18.3 ｇ

／
脂　質 17.1 ｇ

金 麦茶
◆豆乳蒸しパン

19
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／かた
くり粉／ごま油／白ご
ま（すり）／マヨドレ
／食パン(市販品）／
有塩バター／メープル
シロップ

★牛乳／木綿豆腐／豚
ひき肉／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／なると
／★かに風味かまぼこ

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
ねぎ／キャベツ／きゅ
うり／バナナ

牛乳
◆メープルバターサンド たんぱく質 19.5 ｇ

／
脂　質 17.9 ｇ

土 牛乳
クラッカー

21
コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／白ごま
(いり）／かたくり粉
／ごま油／春巻きの皮
／じゃがいも／サラダ
油／三温糖／ロールパ
ン

★牛乳／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／むき海
老／はんぺん／きざみ
のり／★ウィンナー

ねぎ／わけぎ／キャベ
ツ／きゅうり／★メロ
ン(温室)

牛乳
◆ホットドッグ たんぱく質 19.1 ｇ

／
脂　質 16.8 ｇ

月 牛乳
コーンフレーク

22
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／かた
くり粉／グラニュー糖
／薄力粉／無塩バター

★牛乳／きな粉(大
豆）／糸引納豆／油揚
げ／かたくちいわし
(煮干し)／鶏若鶏肉ひ
き肉／★たまご／★か
に風味かまぼこ／かつ
お加工品(削り節)

だいこん／玉葱／にん
じん／青ピーマン／
しょうが／きゅうり／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
キャベツ／しそ葉（ゆ
かり）／バレンシアオ
レンジ

牛乳
◆マドレーヌ たんぱく質 20.4 ｇ

／
脂　質 18.6 ｇ

火 牛乳
◆マカロニきな粉

23
中華風クッキ－／チー
ズパン／とうもろこし
缶詰(ｸﾘｰﾑ)／白ごま
(いり）／サラダ油／
三温糖／きび(精白
粒）／もち米

★牛乳／★ベーコン／
さわら／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／きな
粉(大豆）

トマト／玉葱／ズッ
キーニ／キャベツ／い
んげん／にんじん／梅
(塩漬)／グレープフ
ルーツ

牛乳
◆きび団子 たんぱく質 19.6 ｇ

／
脂　質 19.5 ｇ

水 牛乳
クッキー

24
塩せんべい／スパゲッ
ティ／有塩バター／オ
リーブ油／とうもろこ
し／三温糖／水稲穀粒
(精白米)

★ベーコン／★たまご
／★プレーンヨーグル
ト／魚肉ソ－セ－ジ／
鶏小間／きざみのり

ほうれんそう／玉葱／
西洋かぼちゃ／きゅう
り／小玉スイカ／ごぼ
う

◆麦茶
◆鶏飯おにぎり たんぱく質 17.7 ｇ

／
脂　質 17.1 ｇ

木 麦茶
塩せんべい

25
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／薄力粉／パ
ン粉(乾燥)／サラダ油
／ゼリー／うどん(ゆ
で)

凍り豆腐／かたくちい
わし(煮干し)／しろさ
け／★たまご／★かに
風味かまぼこ／かつお
加工品(かつお節)／★
牛乳／豚小間

こまつな／玉葱／きゅ
うり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／キャベツ／にんじ
ん

牛乳
◆焼きうどん たんぱく質 19.7 ｇ

／
脂　質 14.6 ｇ

金 麦茶
ウエハース

26
ソーダクラッカー／う
どん(ゆで)／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／サン
ドイッチ用食パン

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)／★ス
ライスチーズ／焼きの
り

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
◆のりチーズサンド たんぱく質 19.7 ｇ

／
脂　質 18.8 ｇ

土 りんごジュース
クラッカー

28
マカロニ／三温糖／
キャロブパン／じゃが
いも／サラダ油／ごま
油／薄力粉

★牛乳／きな粉(大
豆）／★ベーコン／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
★ヨーグルト(全脂無
糖)／★プレスハム／
あずき(乾）

だいこん／にんじん／
玉葱／セロリー／パセ
リ／にんにく(りん茎)
／キャベツ／レッド
キャベツ／きゅうり／
バレンシアオレンジ

牛乳
◆おやき たんぱく質 19.3 ｇ

／
脂　質 18.3 ｇ

月 牛乳
◆マカロニきな粉

29
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま（すり）
／サンドイッチ用食パ
ン

豚ひき肉／★たまご／
豚小間／サラダ竹輪／
★牛乳／★スライス
チーズ／★プレスハム

バナナ／しょうが／に
んじん／たけのこ(ゆ
で)／チンゲンツァイ
／ねぎ／キャベツ／
きゅうり／グレープフ
ルーツ

牛乳
◆クロックムッシュ たんぱく質 20.3 ｇ

／
脂　質 16.8 ｇ

火 麦茶
果物(バナナ)

たんぱく質 18.3 ｇ
／

脂　質 18.9 ｇ
水 麦茶

クッキー

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

30
中華風クッキ－／水稲
穀粒(精白米)／サラダ
油／薄力粉／パン粉
(乾燥)／三温糖／ごま
油／グラニュー糖／ゼ
リー

鶏若鶏肉ひき肉／豚
ロース(脂身付き)／★
たまご／いかくん製／
★牛乳／★ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ
(乳脂肪･植物性)

玉葱／赤ピーマン／黄
ピーマン／ズッキーニ
／にんじん／スナップ
えんどう／ぶなしめじ
／きゅうり／トマト／
小玉スイカ／キウイフ
ルーツ

牛乳
◆手作りケーキ

梅雨はくもりや雨の多い期間のことで、北海道

や小笠原諸島以外の地域で、6月から7月にかけ

てその時期を迎えます。漢字が表すように、梅

の実が熟する時期で

もあります。気温が

高くなり湿気が多く

なるのでカビや細菌

による食中毒に注意

しましょう。

梅雨時は食中毒に注意



令和3年　　6月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第三保育園 令和3年　　6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
にくうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal かやくごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal
とうふのまさごあげ みそしる
きゅうりのつなあえ だいこんとにくのにもの
ばなな かにかまのおかかあえ

おれんじ
食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ

ほしいもぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal まーぼーどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal
たまごとやさいのすーぷ わかめとなるとのすーぷ
みーとぐらたん やさいわふうまよどれあえ
きゃべつはむさらだ ばなな
めろん

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
どらいかれー ｴﾈﾙｷﾞｰ 585 kcal ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal
きゃべつすーぷ わかめとねぎのすーぷ
ぶろっこりーのさらだ ぷりぷりえびはるまき
おれんじ かんこくふうさらだ

めろん
食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ

もちむぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal なっとうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal
とうふとあおなのすーぷ みそしる
とりのあまずあんかけ やさいつくね
かみかみさらだ やさいのゆかりあえ
ぐれーぷふるーつ おれんじ

食塩相当量 1.4 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
ぶたどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 599 kcal ちーずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 598 kcal
ちきんときのこのすーぷ とまとすーぷ
つなさらだ さわらのまよこーんやき
ばなな うめどれっしんぐさらだ

ぐれーぷふるーつ
食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ

ちきんてりやきどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal ほうれんそうのぱすた ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal
みそしる とうもろこしすーぷ
ひじきときゅうりのさらだ さつまのよーぐるとさらだ
キウイフルーツ こだますいか

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
しょくぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal
やさいスープ みそしる
すぱにっしゅおむれつ さけふらいたるたるそーす
まかろにさらだ きゅうりのりおかかあえ
ぐれーぷふるーつ ぜりー

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 569 kcal にこみうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal
みそしる ぎゅうにゅう
すずきのごまやき こーんさらだ
はるさめさらだ ばなな
おれんじ

食塩相当量 2.6 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
ぴーすごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal きゃろぶぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 591 kcal
ずっきーにちきんすーぷ じゅりあんぬすーぷ
はむちーずかつ たんどりーちきん
こまつなにんじんのなむ きゃべつさらだ
めろん おれんじ

食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
たんめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal さんしょくどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal
しゅうまい たけのこすーぷ
きりぼしだいこんのさらだ やさいわふうまよねｰず
ぜりー ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
ちゅうかどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal からふるぴらふ ｴﾈﾙｷﾞｰ 591 kcal
かにとわかめのすーぷ きのことやさいのすーぷ
ぶろっこりーのさらだ みるふぃーゆかつ
ばなな とまといかさらだ

こだますいか
食塩相当量 1.4 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ

わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 589 kcal タンパク質 22.8 g
みそしる 20.6 g 食塩相当量 2.1 g
たちうおのばたーやき
こまつなとじゃこあえもの 今月の地場産物：卵・小松菜・長ねぎ
こだますいか

食塩相当量 2.1 ｇ
ごこくまいごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal
すましじる
あげとりのこうみそーす
やさいのこんぶあえ
おれんじ

食塩相当量 2.3 ｇ
ほうれんそうろーる ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal
かぼちゃのこんそめすーぷ
ぽーくけちゃっぷ
にんじんときゅうりさらだ
ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 2.3 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal
きすのてんぷら
もやしのごまあえ
ばなな

食塩相当量 2.2 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 589 kcal タンパク質 22.8 g

20.6 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 24.2 ｇ
／

脂　質 22.6 ｇ
水

30
水稲穀粒(精白米)／サ
ラダ油／薄力粉／パン
粉(乾燥)／三温糖／ご
ま油／グラニュー糖／
ゼリー

鶏若鶏肉ひき肉／豚
ロース(脂身付き)／★
たまご／いかくん製／
★牛乳／★ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ
(乳脂肪･植物性)

玉葱／赤ピーマン／黄
ピーマン／ズッキーニ
／にんじん／スナップ
えんどう／ぶなしめじ
／きゅうり／トマト／
小玉スイカ／キウイフ
ルーツ

ぎゅうにゅう
◆てづくりけーき

たんぱく質 24.7 ｇ
／

脂　質 20.9 ｇ
火

29
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま（すり）
／サンドイッチ用食パ
ン

豚ひき肉／★たまご／
豚小間／サラダ竹輪／
★牛乳／★スライス
チーズ／★プレスハム

しょうが／にんじん／
たけのこ(ゆで)／チン
ゲンツァイ／ねぎ／
キャベツ／きゅうり／
グレープフルーツ

ぎゅうにゅう
◆くろっくむっしゅ

たんぱく質 24.0 ｇ
／

脂　質 22.0 ｇ
月

28
キャロブパン／じゃが
いも／三温糖／サラダ
油／ごま油／薄力粉

★ベーコン／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／★ヨー
グルト(全脂無糖)／★
プレスハム／★牛乳／
あずき(乾）

だいこん／にんじん／
玉葱／セロリー／パセ
リ／にんにく(りん茎)
／キャベツ／レッド
キャベツ／きゅうり／
バレンシアオレンジ

ぎゅうにゅう
◆おやき

たんぱく質 24.9 ｇ
／

脂　質 23.4 ｇ
土

26
うどん(ゆで)／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／サ
ンドイッチ用食パン

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)／★ス
ライスチーズ／焼きの
り

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆のりちーずさんど

たんぱく質 24.3 ｇ
／

脂　質 17.6 ｇ
金

25
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／パン粉(乾燥)／
サラダ油／ゼリー／う
どん(ゆで)

凍り豆腐／かたくちい
わし(煮干し)／しろさ
け／★たまご／★かに
風味かまぼこ／かつお
加工品(かつお節)／★
牛乳／豚小間

こまつな／玉葱／きゅ
うり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／キャベツ／にんじ
ん

ぎゅうにゅう
◆やきうどん

たんぱく質 22.2 ｇ
／

脂　質 22.4 ｇ
木

24
スパゲッティ／有塩バ
ター／オリーブ油／と
うもろこし／三温糖／
水稲穀粒(精白米)

★ベーコン／★たまご
／★プレーンヨーグル
ト／魚肉ソ－セ－ジ／
鶏小間／きざみのり

ほうれんそう／玉葱／
西洋かぼちゃ／きゅう
り／小玉スイカ／ごぼ
う

◆むぎちゃ
◆とりめしおにぎり

たんぱく質 24.4 ｇ
／

脂　質 20.2 ｇ
水

23
チーズパン／とうもろ
こし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／白ご
ま(いり）／サラダ油
／三温糖／きび(精白
粒）／もち米

★ベーコン／さわら／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／★牛乳／きな粉
(大豆）

トマト／玉葱／ズッ
キーニ／キャベツ／い
んげん／にんじん／梅
(塩漬)／グレープフ
ルーツ

ぎゅうにゅう
◆きびだんご

たんぱく質 23.8 ｇ
／

脂　質 21.0 ｇ
火

22
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／三温糖／グ
ラニュー糖／薄力粉／
無塩バター

糸引納豆／油揚げ／か
たくちいわし(煮干し)
／鶏若鶏肉ひき肉／★
たまご／★かに風味か
まぼこ／かつお加工品
(削り節)／★牛乳

だいこん／玉葱／にん
じん／青ピーマン／
しょうが／きゅうり／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
キャベツ／しそ葉（ゆ
かり）／バレンシアオ
レンジ

ぎゅうにゅう
◆まどれーぬ

たんぱく質 22.4 ｇ
／

脂　質 21.0 ｇ
月

21
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／かたく
り粉／ごま油／春巻き
の皮／じゃがいも／サ
ラダ油／三温糖／ロー
ルパン

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／むき海老／は
んぺん／きざみのり／
★牛乳／★ウィンナー

ねぎ／わけぎ／キャベ
ツ／きゅうり／★メロ
ン(温室)

ぎゅうにゅう
◆ほっとどっぐ

たんぱく質 21.3 ｇ
／

脂　質 18.9 ｇ
土

19
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／ごま油／白
ごま（すり）／マヨド
レ／食パン(市販品）
／有塩バター／メープ
ルシロップ

木綿豆腐／豚ひき肉／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／なると／★か
に風味かまぼこ／★牛
乳

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
ねぎ／キャベツ／きゅ
うり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆めーぷるばたーさんど

たんぱく質 22.5 ｇ
／

脂　質 21.3 ｇ
金

18
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／三温糖／
サラダ油／薄力粉／無
塩バター／グラニュー
糖／ジャム

油揚げ／きざみのり／
絹ごし豆腐／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／かつお加
工品(かつお節)／★牛

ごぼう／にんじん／ト
ウミョウ(芽ばえ、生)
／干し椎茸／だいこん
／ほうれんそう／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／バレン
シアオレンジ

ぎゅうにゅう
◆すこーん

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

24.7 ｇ
／

脂　質 19.6 ｇ
火

1
うどん(ゆで)／かたく
り粉／サラダ油／黒ご
ま（すり）／水稲穀粒
(精白米)／ごま油

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
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)／かつお加工品

玉葱／ねぎ／にんじん
／きゅうり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／バナナ／葉
ねぎ

◆むぎちゃ
◆ちゃーはん たんぱく質

21.8 ｇ
／

脂　質 22.2 ｇ
水

2
ほしいもぱん／オリー
ブ油／マカロニ／三温
糖／ごま油／黒砂糖／
薄力粉／ラード

★たまご／豚ひき肉／
★ピザ用チーズ／ロー
スハム／★牛乳

ズッキーニ／玉葱／ブ
ロッコリー／トマト缶
詰(ダイス）／キャベ
ツ／きゅうり／★メロ
ン(温室)／干しぶどう

ぎゅうにゅう
◆まーらーかお たんぱく質

22.1 ｇ
／

脂　質 20.5 ｇ
木

3
水稲穀粒(精白米)／サ
ラダ油／三温糖／サン
ドイッチ用食パン／グ
ラニュー糖

豚ひき肉／★うずら卵
(水煮）／しらす干し
(半乾燥品)／★牛乳／
★ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂肪･
植物性)

玉葱／にんじん／青
ピーマン／グリンピー
ス(冷凍)／キャベツ／
ブロッコリー／きゅう
り／バレンシアオレン
ジ／温州蜜柑缶詰(果
肉)

ぎゅうにゅう
◆ふるーつさんど たんぱく質

21.7 ｇ
／

脂　質 21.8 ｇ
金

4
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(米粒麦）／か
たくり粉／ごま油／サ
ラダ油／三温糖／フラ
イドポテト

絹ごし豆腐／鶏若鶏肉
胸(皮なし)／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／★
牛乳／あおのり

チンゲンツァイ／玉葱
／にんじん／青ピーマ
ン／赤ピーマン／たけ
のこ(ゆで)／パイン
アップル(缶詰)／れん
こん／ごぼう／きゅう
り／グレープフルーツ

ぎゅうにゅう
◆ふらいどぽてと たんぱく質

21.5 ｇ
／

脂　質 18.7 ｇ
土

5
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／プレ
ミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)
／無塩バター

豚小間／鶏小間／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)
／★牛乳／★切れてる
チーズ／★パルメザン
チーズ／★たまご

玉葱／にんじん／えの
きたけ／干し椎茸／
キャベツ／きゅうり／
バナナ

ぎゅうにゅう
◆ちーずむしぱん たんぱく質

21.5 ｇ
／

脂　質 18.5 ｇ
月

7
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サラダ油／ごま
(いり）／薄力粉／上
新粉／ごま油

鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／★たまご／きざみの
り／絹ごし豆腐／かた
くちいわし(煮干し)／
干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／ロースハム／豚
ひき肉／さくらえび

葉ねぎ／日本かぼちゃ
／さやえんどう／きゅ
うり／にんじん／キウ
イフルーツ／きになる
野菜／にら／ねぎ

きになるやさいじゅーす
◆ちぢみ たんぱく質

21.8 ｇ
／

脂　質 21.5 ｇ
火

8
食パン(8枚切り)／
ジャム／じゃがいも／
マカロニ／薄力粉／三
温糖／サラダ油／かた
くり粉／ごま油

★たまご／★牛乳／★
ベーコン／★かに風味
かまぼこ／豚ひき肉

チンゲンツァイ／玉葱
／にんじん／青ピーマ
ン／きゅうり／グレー
プフルーツ／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

22.5 ｇ
／

脂　質 19.9 ｇ
水

9
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／黒ごま
(いり）／普通はるさ
め(乾)／ごま油／三温
糖／グラニュー糖／★
ハードビスケット／
ジャム

油揚げ／かたくちいわ
し(煮干し)／すずき／
ロースハム／★牛乳／
★ヨーグルト(全脂無
糖)／★クリームチー
ズ／★クリーム(乳脂
肪)／ゼラチン

玉葱／いんげん／きゅ
うり／にんじん／バレ
ンシアオレンジ

ぎゅうにゅう
◆れあちーずけーき たんぱく質

21.6 ｇ
／

脂　質 21.4 ｇ
木

10
水稲穀粒(精白米)／小
麦(玄穀･国産､普通)／
パン粉(乾燥)／サラダ
油／ごま油／白ごま
(いり）／食パン(市販
品）

鶏小間／ロースハム／
★切れてるチーズ／★
たまご／★牛乳／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

グリンピース／にんじ
ん／えのきたけ／ズッ
キーニ／干し椎茸／玉
葱／こまつな／ﾌﾞﾗｯｸ
ﾏｯﾍﾟもやし／★メロン
(温室)／きゅうり

ぎゅうにゅう
◆つなさんど たんぱく質

21.7 ｇ
／

脂　質 16.5 ｇ
金

11
中華めん(ゆで)／ごま
油／しゅうまいの皮／
かたくり粉／白ごま
(いり）／ゼリー／水
稲穀粒(精白米)

豚小間／豚ひき肉／★
たまご／★かに風味か
まぼこ／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／チ
ンゲンツァイ／干し椎
茸／ねぎ／たけのこ
(ゆで)／しょうが／グ
リンピース(冷凍)／切
干しだいこん／きゅう

◆むぎちゃ
◆うめとしらすのおにぎり たんぱく質

22.9 ｇ
／

脂　質 21.2 ｇ
土

12
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／マヨドレ／薄力粉／
グラニュー糖

豚小間／むき海老／ず
わいがに(水煮缶詰)／
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／
★たまご

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／さや
えんどう／ブロッコ
リー／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆たいわんふうかすてら たんぱく質

21.5 ｇ
／

脂　質 19.6 ｇ
月

14
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／有塩バター／三
温糖／強力粉(１等)／
黒砂糖／無塩バター

わかめご飯の素／油揚
げ／かたくちいわし
(煮干し)／たちうお／
ちりめんじゃこ／★牛
乳

なす／こまつな／切干
しだいこん／にんじん
／小玉スイカ

ぎゅうにゅう
◆てづくりぱん たんぱく質

21.1 ｇ
／

脂　質 18.5 ｇ
火

15
水稲穀粒(精白米)／五
穀米の素／てまり麩／
かたくり粉／サラダ油
／三温糖／ごま油／白
ごま(いり）／サンド
イッチ用食パン／いち
ごジャム(低糖度)／グ

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／鶏成鶏肉
モモ(皮付き)／★かに
風味かまぼこ／塩昆布
／★牛乳／★クリーム
チーズ

葉ねぎ／ねぎ／しょう
が／にんにく(りん茎)
／きゅうり／にんじん
／キャベツ／バレンシ
アオレンジ

ぎゅうにゅう
◆ちーずじゃむさんど たんぱく質

24.4 ｇ
／

脂　質 22.6 ｇ
水

16
ほうれん草ロール／三
温糖／サラダ油／水稲
穀粒(精白米)

豚小間／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／油揚
げ／鶏若鶏肉ひき肉／
★たまご

西洋かぼちゃ／玉葱／
いんげん／マッシュ
ルーム／にんにく(り
ん茎)／にんじん／
きゅうり／グレープフ
ルーツ／しょうが

◆むぎちゃ
◆そぼろいなり たんぱく質

脂　質 21.1 ｇ
木

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 23.4 ｇ
17

うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／白ごま
(いり）／三温糖／小
麦(玄穀･国産､普通)／
有塩バター

豚小間／きす／★たま
ご／焼き竹輪／★牛乳
／おから(新製法)／★
牛乳

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／きゅうり／バ
ナナ

ぎゅうにゅう
◆おからけーき

／

スイカと同じウリ科で植物

学的には野菜になります。果

物の王さまと呼ばれています。

様々な品種があり、マスクメ

ロンのように表面に網目があ

るものと、プリンスメロンの

ように表面がつるっとしたも

のがあります。追熟してやわ

らかくなったら食べ頃です。

メロン

海藻を原料としたのりは栄養価が高く

朝のエネルギー補給に適しています。

和食の朝ごはんには短冊状の味つけの

りや佃煮が定番

ですが、子ども

が食べやすいよ

うにのり巻きや

おにぎりにした

り、卵焼きの具

材などにするの

もいいでしょう。

のり

伝統食の朝ごはん


