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午 後 午 後

午 前 午 前
ジャージャー麺 ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal とうもろこしご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
もやしと若布中国風スープ 味噌汁（なす・玉葱）
梅ドレッシングサラダ 鶏肉とパプリカの炒め物
果物(バナナ) きゅうりとしらすの酢の物

果物（小玉すいか）
食塩相当量 1.4 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

五穀米ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal 夏野菜カレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal
夏豚汁 中国風スープ
太刀魚の野菜あんかけ キャベツサラダ
華風きゅうり 果物（グレープフルーツ）
果物(メロン)

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
麻婆丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 541 kcal 海老と筍のラーメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal
わかめとなるとのスープ 春巻き
野菜の和風ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え 小松菜とじゃこの和え物
果物(バナナ) 果物(バナナ)

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
もち麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal 中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 539 kcal
きゅうりの冷や汁風 中華風コーンスープ
とり天 ブロッコリーのサラダ
和え物（カニカマ） 果物(バナナ)
果物（小玉すいか）

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 471 kcal わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal
ズッキーニのチキンスープ 味噌汁（キャベツ・もやし
さわらのトマト煮込み ピーマンの肉詰め煮
野菜とチーズのサラダ トマトいかサラダ
果物(ぶどう) 果物（グレープフルーツ）

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
鮭ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal 人参ロール ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
冷製そうめん汁 鶏ひき肉と卵のスープ
肉団子の甘辛煮 ヒラメのムニエル
短冊サラダ コールスローサラダ
果物(メロン) 果物(バナナ)

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
冷やしうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal うなぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal
かき揚げ すまし汁（葱・てまり麩）
冷しゃぶ中華サラダ 鶏肉のごま衣あげ
果物（小玉すいか） カニカマのおかか和え

果物(ぶどう)
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ

わかめと胡麻のごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal 冷やし中華 ｴﾈﾙｷﾞｰ 493 kcal
味噌汁(小松菜･豆腐） 冬瓜とわかめのスープ
豚肉の生姜焼き 珍珠丸子
かぼちゃのいとこ煮 果物（グレープフルーツ）
果物(オレンジ)

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.6 ｇ
五目チャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 537 kcal かやくご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal
豚肉とえのきのスープ 味噌汁(豆腐･わかめ)
ﾂﾅとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのサラダ カジキの梅醤油漬け
果物(バナナ) 野菜とささみのごま和え

果物（小玉すいか）
食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

きびご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
豚肉ととうがんのすまし汁 牛乳
麻婆茄子 コーンサラダ
蒸し鶏の中華和え 果物(バナナ)
果物（小玉すいか）

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 1.1 ｇ
トマトクリームパスタ ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 508 kcal タンパク質 19.7 g
チキンスープ 16.9 g 食塩相当量 1.8 g
ゴーヤサラダ
果物(ぶどう) ※今月の地場産物：卵・小松菜・きゅうり・なす

食塩相当量 2.2 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal
すまし汁（葱・花麩）
すずきの味噌マヨ焼き
きんぴらごぼう
ゼリー

食塩相当量 1.9 ｇ
ビビンバ ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal
春雨スープ
韓国風サラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.9 ｇ
食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal
野菜スープ
ハンバーグハヤシソースが
ポテトサラダ
果物(ぶどう)

食塩相当量 1.7 ｇ
えびのあんかけチャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 549 kcal
豆腐スープ
ツナサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.8 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 508 kcal タンパク質 19.7 g

16.9 g 食塩相当量 1.8 g

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

31
ビスケット／スパゲッ
ティ／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／食パン／
ジャム

ベーコン／牛乳／まぐ
ろ缶詰

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 たんぱく質 17.6 ｇ

／
脂　質 16.0 ｇ

土 りんごジュース
ビスケット

30
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／三温糖／
薄力粉／サラダ油／黒
ごま(いり）／有塩バ
ター／グラニュー糖

十勝ヨーグルト／油揚
げ／きざみのり／絹ご
し豆腐／湯通し塩蔵わ
かめ／煮干し／めかじ
き／鶏若鶏肉ささ身／
たまご／牛乳

ごぼう／にんじん／梅
干／キャベツ／きゅう
り／小玉スイカ／きに
なる野菜／ブルーベ
リー

気になる野菜ジュース
◆ブルーベリーマフィン たんぱく質 20.0 ｇ

／
脂　質 14.1 ｇ

金 ヨーグルト

21.2 ｇ
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／
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ｇ
1

せんべい／中華めん／
三温糖／ごま油／かた
くり粉／白ごま(い
り）／サラダ油／黒砂
糖／薄力粉／プレミッ
クス粉

豚ひき肉／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／まぐ
ろ缶詰／牛乳／たまご

ねぎ／きゅうり／にん
にく／しょうが／だい
ずもやし／キャベツ／
いんげん／にんじん／
梅(塩漬)／バナナ

牛乳
19

たんぱく質

脂　質

たんぱく質 17.8 ｇ ◆焼肉サンド

たんぱく質

18.3 ｇ
／ ／

脂　質 17.8

ビスケット／水稲穀粒
／サラダ油／ぎょうざ
の皮／ごま油／とうも
ろこし缶詰／三温糖／
コッペパン

豚小間／プレスハム／
牛乳／豚肩(脂身付き)

脂　質 16.4 ｇ
金 麦茶 火 麦茶

ウエハース ビスケット

玉葱／にんじん／なす／い
んげん／トマト／西洋かぼ
ちゃ／チンゲンツァイ／干
し椎茸／キャベツ／きゅう
り／グレープフルーツ／
しょうが／にんにく

牛乳
◆マシュマロおこし

15.3 ｇ
木 麦茶 月 麦茶

塩せんべい 塩せんべい

／ ／
脂　質 16.7

せんべい／水稲穀粒／
とうもろこし／かたく
り粉／サラダ油／三温
糖／薄力粉／ごま油

煮干し／鶏若鶏肉モモ
(煮物用）／油揚げ／
しらす干し／湯通し塩
蔵わかめ／牛乳／調製
豆乳／豚ひき肉／むき
海老

なす／玉葱／にんにく
／赤ピーマン／ほんし
めじ／きゅうり／にん
じん／小玉スイカ／に
ら／しょうが

牛乳
◆サーターアンダギー たんぱく質 18.5 ◆シャンピン

ｇ

たんぱく質 18.8 ｇ
／ ／

脂　質 18.8

ホットケーキMIX／中
華めん／かたくり粉／
春巻きの皮／サラダ油
／三温糖／ごま油／ご
ま(いり）／グラ
ニュー糖／ビスケット

調製豆乳／むき海老／
豚ひき肉／かに風味か
まぼこ／ちりめんじゃ
こ／ヨーグルト／ク
リームチーズ／クリー
ム／ゼラチン／牛乳

ｇ

◆レアチーズケーキ

ｇ

3
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）／プレミックス粉
／サラダ油／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／た
まご

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
21

ｇ

2
ウエハース／水稲穀粒／
五穀米の素／じゃがいも
／サラダ油／かたくり粉
／三温糖／ごま油／マ
シュマロ／有塩バター／
コーンフレーク

豚小間／かたくちいわ
し(煮干し)／たちうお
／牛乳

にんじん／だいこん／
ごぼう／葉ねぎ／トマ
ト／玉葱／こまつな／
きゅうり／メロン(温
室)

牛乳
20

たんぱく質 22.0

脂　質 17.8
土 牛乳 水 麦茶

クラッカー ◆豆乳蒸しパン

たけのこ(ゆで)／チン
ゲンツァイ／ねぎ／生
しいたけ(菌床栽培、
生)／キャベツ／こま
つな／切干しだいこん
／にんじん／バナナ

◆麦茶
◆ホットケーキ たんぱく質 20.5 ｇ

ｇ
／ ／

脂　質 19.0

クラッカー／水稲穀粒／
ごま油／かたくり粉／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／
とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／三温糖／食パン／白ご
ま(いり）

牛乳／豚小間／むき海
老／うずら卵(水煮）
／鶏若鶏肉ひき肉／た
まご／ロースハム／ち
りめんじゃこ 脂　質 19.7 ｇ

月 牛乳 土 牛乳
塩せんべい クラッカー

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

牛乳
◆レモンヨーグルトタルト たんぱく質

たんぱく質 19.1 ｇ
／ ／

脂　質 17.6

ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／パン粉(乾
燥)／三温糖／かたく
り粉／サラダ油／ごま
油／プレミックス粉

わかめご飯の素／かた
くちいわし(煮干し)／
豚ひき肉／たまご／か
つお加工品(かつお節)
／いかくん製／牛乳／
ウィンナー

脂　質 16.3 ｇ
火 麦茶 月 麦茶

ビスケット ウエハース

キャベツ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／青ピーマン／
ねぎ／生しいたけ／
きゅうり／セロリー／
トマト／にんじん／グ
レープフルーツ

牛乳

18.7 ｇ ◆じゃこトースト

ｇ

5
せんべい／水稲穀粒／お
おむぎ／三温糖／白ごま
（すり）／薄力粉／かた
くり粉／サラダ油／グラ
ニュー糖／有塩バター／
ビスケット

牛乳／木綿豆腐／しら
す干し／鶏若鶏肉胸／
たまご／かに風味かま
ぼこ／ヨーグルト／ゼ
ラチン

きゅうり／こねぎ／しょ
うが／にんにく／ほうれ
んそう／にんじん／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／小玉スイ
カ／ポッカ１００レモン

◆麦茶
24

たんぱく質 20.2 ｇ
／ ／

脂　質 12.7

コーンフレーク／人参
ロール／とうもろこし缶
詰(ｸﾘｰﾑ)(ﾎｰﾙ)／かたく
り粉／薄力粉／有塩バ
ター／サラダ油／三温糖
／水稲穀粒

牛乳／鶏若鶏肉ひき肉
／たまご／ひらめ／
ロースハム／油揚げ

脂　質 15.7 ｇ
水 麦茶 火 牛乳

ウエハース コーンフレーク

ねぎ／キャベツ／にん
じん／バナナ

◆麦茶

◆そばめし たんぱく質 21.6 ｇ ◆アメリカンドッグ

ｇ

6
ビスケット／ぎゅうにゅ
うぱん／薄力粉／オリー
ブ油／三温糖／とうもろ
こし缶詰／サラダ油／中
華めん／水稲穀粒／ごま
油

鶏小間／さわら／切れ
てるチーズ／牛乳／豚
ばら(脂身付)／あおの
り／かつお加工品(削
り節)

にんじん／えのきたけ／
ズッキーニ／干し椎茸／
玉葱／ぶなしめじ／セロ
リー／にんにく／トマト
缶詰／キャベツ／きゅう
り／ぶどう

牛乳
26

たんぱく質 20.0 ｇ
／ ／

脂　質 17.2

塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／て
まり麩／薄力粉／黒ご
ま(いり）／サラダ油
／ビスケット

たまご／うなぎ(かば
焼き)／きざみのり／
煮干し／鶏若鶏肉胸／
かに風味かまぼこ／か
つお節／牛乳／ｸﾘ-ﾑ 脂　質 16.7 ｇ

木 麦茶 水 麦茶
◆豆乳蒸しパン 塩せんべい

ねぎ／しょうが／にん
にく(りん茎)／ほうれ
んそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／ぶどう／メロン
(温室)

◆麦茶

◆牛乳かんゼリー たんぱく質 19.0 ｇ ◆いなり寿司

ｇ

7
ウエハース／水稲穀粒／
白ごま(いり）／そうめ
ん／てまり麩／パン粉／
三温糖／とうもろこし缶
詰／かたくり粉／ごま油
／グラニュー糖／ゼリー

塩ざけ／たまご／かた
くちいわし(煮干し)／
豚ひき肉／牛乳／プレ
スハム／寒天

きゅうり／にんじん／
オクラ／玉葱／しょう
が／だいこん／メロン
(温室)／温州蜜柑缶詰
(果肉)

◆麦茶
27

たんぱく質 19.8 ｇ
／ ／

脂　質 13.8

クラッカー／中華めん
／三温糖／ごま油／か
たくり粉／もち米／食
パン／有塩バター

かに風味かまぼこ／
ロースハム／たまご／
絹ごし豆腐／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／豚
ひき肉／牛乳 脂　質 16.7 ｇ

金 牛乳 木 麦茶
◆マカロニきな粉 クラッカー

きゅうり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／ミニトマト／とう
がん／干し椎茸／ねぎ／
たけのこ(ゆで)／にんじ
ん／しょうが／グレープ
フルーツ

牛乳
◆カレーパン

◆ツナマヨおにぎり たんぱく質 18.8 ｇ ◆ビスケットケーキ

ｇ

8
ホットケーキMIX／う
どん／とうもろこし／
薄力粉／サラダ油／白
ごま（すり）／三温糖
／ごま油／水稲穀粒

調製豆乳／たまご／湯
通し塩蔵わかめ／かに
風味かまぼこ／かつお
節／焼き竹輪／豚肩
ロース／まぐろ缶詰

きゅうり／玉葱／りょ
くとうもやし／にんじ
ん／小玉スイカ

◆麦茶
28

たんぱく質 22.3 ｇ ◆キャラメルラスク

ｇ

9
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒／白ごま(い
り）／サラダ油／かた
くり粉／サンドイッチ
用食パン／薄力粉／パ
ン粉(乾燥)

牛乳／きな粉／わかめ
ご飯の素／絹ごし豆腐
／かたくちいわし(煮
干し)／豚肩ロース／
あずき(乾）／豚ひき
肉／たまご

こまつな／ねぎ／しょ
うが／日本かぼちゃ／
バレンシアオレンジ／
にんじん／玉葱／青
ピーマン

牛乳
29

◆チーズ蒸しパン たんぱく質 21.1 ｇ

ｇ

10
クラッカー／水稲穀粒
／ごま油／かたくり粉
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／三温糖／プレ
ミックス粉／無塩バ
ター

牛乳／豚ひき肉／かに
風味かまぼこ／たまご
／豚小間／木綿豆腐／
まぐろ缶詰／切れてる
チーズ／パルメザン
チーズ

にんじん／青ピーマン
／生しいたけ(菌床栽
培、生)／ねぎ／えの
きたけ／ブロッコリー
／きゅうり／キャベツ
／バナナ

牛乳

◆プリンタルト たんぱく質 19.5

／
脂　質 20.1

12
ビスケット／水稲穀粒
(精白米)／きび(精白
粒）／ごま油／かたく
り粉／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／三温糖／グ
ラニュー糖

牛乳／豚小間／かたく
ちいわし(煮干し)／豚
ひき肉／鶏若鶏肉ささ
身／たまご

とうがん／なす／ねぎ
／にんじん／いんげん
／しょうが／にんにく
(りん茎)／きゅうり／
小玉スイカ

◆麦茶

土 牛乳
クラッカー

月 牛乳
ビスケット

／

／
脂　質 19.3

◆梅としらすのおにぎり たんぱく質 18.0 ｇ

ｇ

13
せんべい／スパゲッ
ティ／有塩バター／か
たくり粉／三温糖／ご
ま油／白ごま(いり）
／水稲穀粒

牛乳／ベーコン／ｸﾘ-ﾑ
(植物性脂肪)／鶏小間
／まぐろ缶詰／かつお
節／しらす干し

玉葱／にんにく／トマ
ト／パセリ／にんじん
／えのきたけ／ほうれ
んそう／干し椎茸／に
がうり／きゅうり／ぶ
どう／梅干

◆麦茶

14
クラッカー／水稲穀粒
／花麩／白ごま（す
り）／サラダ油／三温
糖／ゼリー／蒸し中華
めん／ごま油

牛乳／かたくちいわし
(煮干し)／すずき／豚
小間

ねぎ／玉葱／にんじん
／ごぼう／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

火 牛乳
塩せんべい

水 牛乳
クラッカー

／

◆あんかけ焼きそば

／
脂　質 18.7

◆クリスピーピザ たんぱく質 19.8 ｇ

ｇ

15
スティックパン／水稲
穀粒／白ごま(いり）
／ごま油／三温糖／普
通はるさめ／ぎょうざ
の皮／とうもろこし缶
詰

牛乳／豚ひき肉／たま
ご／きざみのり／プレ
スハム／ピザ用チーズ

にんじん／ほうれんそ
う／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／玉葱／干し椎茸／チ
ンゲンツァイ／キャベ
ツ／きゅうり／バナナ
／青ピーマン

牛乳

16
マカロニ／三温糖／食
パン／ジャム／パン粉
／じゃがいも／とうも
ろこし缶詰／お好み焼
き粉／サラダ油

きな粉(大豆）／豚ひ
き肉／たまご／牛乳／
ロースハム／さくらえ
び(素干し)／あおのり

キャベツ／にんじん／
玉葱／ぶなしめじ／
きゅうり／ぶどう

牛乳

木 牛乳
スティックパン

金 麦茶
◆マカロニきな粉

／

◆お好み焼き

17
クラッカー／水稲穀粒
／サラダ油／ごま油／
かたくり粉／とうもろ
こし缶詰／三温糖／薄
力粉

牛乳／たまご／むき海
老／絹ごし豆腐／わか
め／かたくちいわし
(煮干し)／まぐろ缶詰
／カルピス

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)／キャベツ／きゅ
うり／バナナ

牛乳

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

土 牛乳
クラッカー

／

◆カルピスカップケーキ

ｇ

ｇ脂　質 15.8

たんぱく質 17.9

ｇ

ｇ

脂　質 19.7

脂　質 13.0

たんぱく質 20.1 ｇ

ｇ

ｇ

ｇ脂　質 17.3

たんぱく質 20.7

土用のうなぎ

夏の土用にうなぎを食べる習慣は、蘭学者の平

賀源内が夏に売り上げが落ちるうなぎを買って

もらうため、「食すれば夏負けすることなし」

と宣伝したのが始まりだといわれています。

今年の夏の土用の丑

の日は7月28日です。

うなぎを食べて、

夏を元気に乗りきり

ましょう。

7月14日は

ゼリーの日
ゼリーの主原料・ゼラチンにちなんで、2005年に

日本ゼラチン工業組合が「ゼラチンの日」と同じ

この日を「ゼリーの日」として制定しました。

プルンとしたゼリーは、涼を感じられる夏に最適

な食べものです。暑いこの時期に、ゼリーをお子

さんと作ってみるのもいいですね。



令和3年　　7月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第三保育園 令和3年　　7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
じゃーじゃーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 597 kcal とうもろこしごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 613 kcal
ちゅうごくふうすーぷ みそしる
うめどれっしんぐさらだ とりにくとぱぷりかのいためもの

ばなな きゅうりのすのもの
こだますいか

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ
ごこくまいごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 612 kcal なつやさいかれー ｴﾈﾙｷﾞｰ 623 kcal
なつとんじる ちゅうごくふうすーぷ
たちうおのやさいあんかけ きゃべつさらだ
かふうきゅうり ぐれーぷふるーつ
めろん

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ
まーぼーどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 618 kcal えびとたけのこのらーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 597 kcal
わかめとなるとのすーぷ はるまき
やさいわふうまよねｰず こまつなとじゃこあえもの
ばなな ばなな

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
もちむぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 600 kcal ちゅうかどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 599 kcal
きゅうりのひやじるふう ちゅうかふうこーんすーぷ
とりてん ぶろっこりーのさらだ
あえもの（かにかま） ばなな
こだますいか

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 598 kcal
ずっきーにちきんすーぷ みそしる
さわらのとまとにこみ ぴーまんのにくづめに
やさいとちーずのさらだ とまといかさらだ
ぶどう ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.6 ｇ
さけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 591 kcal にんじんろーる ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal
そうめんじる とりひきにくとたまごのす
にくだんごのあまからに ひらめのむにえる
たんざくさらだ こーるすろーさらだ
めろん ばなな

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
ひやしうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal うなぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal
かきあげ すましじる
れいしゃぶちゅうかさらだ とりにくのごまころもあげ
こだますいか かにかまのおかかあえ

ぶどう
食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ

わかめとごまのごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal ひやしちゅうか ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal
みそしる（こまつな） とうがんとわかめのすーぷ
ぶたにくのしょうがやき ちんずーわんすー
かぼちゃのいとこに ぐれーぷふるーつ
おれんじ

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.9 ｇ
ごもくちゃーはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal かやくごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 613 kcal
ぶたにくえのきのすーぷ みそしる
ぶろっこりーのさらだ かじきのうめしょうゆつけ
ばなな やさいとささみのごまあえ

こだますいか
食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

きびごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal すぱげてぃーなぽりたん ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal
とうがんのすましじる ぎゅうにゅう
まーぼーなす こーんさらだ
むしどりのちゅうかあえ ばなな
こだますいか

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ
とまとくりーむぱすた ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 598 kcal タンパク質 23.5 g
ちきんすーぷ 19.7 g 食塩相当量 2.2 g
ごーやさらだ
ぶどう ※今月の地場産物：卵・小松菜・きゅうり・なす

食塩相当量 2.6 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 611 kcal
すましじる
すずきのみそまよやき
きんぴらごぼう
ぜりー

食塩相当量 2.3 ｇ
びびんば ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal
はるさめすーぷ
かんこくふうさらだ
ばなな

食塩相当量 2.3 ｇ
しょくぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal
やさいすーぷ
はんばーぐはやしそーすが
ぽてとさらだ
ぶどう

食塩相当量 2.3 ｇ
えびのあんかけちゃーはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 611 kcal
とうふすーぷ
つなさらだ
ばなな

食塩相当量 1.9 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 598 kcal タンパク質 23.5 g

19.7 g 食塩相当量 2.2 g

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

31
スパゲッティ／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／食
パン／ジャム

ベーコン／牛乳／まぐ
ろ缶詰

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 21.8 ｇ

／
脂　質 18.5 ｇ

土

たんぱく質 23.6 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
金

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 21.9 ｇ
／

脂　質 20.7 ｇ
土

17
水稲穀粒(精白米)／サ
ラダ油／ごま油／かた
くり粉／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／三温糖／
薄力粉

たまご／むき海老／絹
ごし豆腐／わかめ／か
たくちいわし(煮干し)
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)／牛乳／カルピ
ス

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)／キャベツ／きゅ
うり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆かるぴすかっぷけーき

たんぱく質 25.0 ｇ
／

脂　質 21.6 ｇ
金

16
食パン／ジャム／パン
粉(乾燥)／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／さく
らえび(素干し)／あお
のり

キャベツ／にんじん／
玉葱／ぶなしめじ／
きゅうり／ぶどう

ぎゅうにゅう
◆おこのみやき

22.5 ｇ
／

脂　質 20.5 ｇ
木

15
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／ごま油
／三温糖／普通はるさ
め(乾)／ぎょうざの皮
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)

豚ひき肉／たまご／き
ざみのり／牛乳／プレ
スハム／ピザ用チーズ

にんじん／ほうれんそ
う／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／玉葱／干し椎茸／チ
ンゲンツァイ／キャベ
ツ／きゅうり／バナナ
／青ピーマン

ぎゅうにゅう
◆くりすぴーぴざ たんぱく質

14
水稲穀粒(精白米)／花
麩／白ごま（すり）／
サラダ油／三温糖／ゼ
リー／蒸し中華めん／
ごま油

かたくちいわし(煮干
し)／すずき／牛乳／
豚小間

ねぎ／玉葱／にんじん
／ごぼう／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 23.2 ｇ

／
脂　質 17.7 ｇ

水

◆うめとしらすのおにぎり たんぱく質 20.1 ｇ
13

スパゲッティ／有塩バ
ター／かたくり粉／三
温糖／ごま油／白ごま
(いり）／水稲穀粒(精
白米)

ベーコン／ｸﾘ-ﾑ(植物
性脂肪)／鶏小間／ま
ぐろ缶詰／かつお加工
品(かつお節)／しらす
干し(微乾燥品)

玉葱／にんにく／トマ
ト／パセリ／にんじん
／えのきたけ／ほうれ
んそう／干し椎茸／に
がうり／きゅうり／ぶ
どう／梅干

◆むぎちゃ

／
脂　質 21.8 ｇ

火

ｇ

ｇ

12
水稲穀粒(精白米)／き
び(精白粒）／ごま油
／かたくり粉／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／三
温糖／ビスケット／グ
ラニュー糖

豚小間／かたくちいわ
し(煮干し)／豚ひき肉
／鶏若鶏肉ささ身／牛
乳／たまご

とうがん／なす／ねぎ
／にんじん／いんげん
／しょうが／にんにく
(りん茎)／きゅうり／
小玉スイカ

◆むぎちゃ

／
脂　質 13.4

月

◆ぷりんたると

／
脂　質 20.9

土

たんぱく質 22.4

◆きゃらめるらすく

ｇ

9
水稲穀粒／白ごま(い
り）／サラダ油／かた
くり粉／三温糖／サン
ドイッチ用食パン／薄
力粉／パン粉

わかめご飯の素／絹ご
し豆腐／かたくちいわ
し(煮干し)／豚肩ロー
ス／あずき(乾）／牛
乳／豚ひき肉／たまご

こまつな／ねぎ／しょ
うが／日本かぼちゃ／
バレンシアオレンジ／
にんじん／玉葱／青
ピーマン

ぎゅうにゅう
29

◆ちーずむしぱん たんぱく質 22.6 ｇ
30

水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／三温糖／
薄力粉／サラダ油／黒
ごま(いり）／有塩バ
ター／グラニュー糖

油揚げ／きざみのり／
絹ごし豆腐／湯通し塩
蔵わかめ／煮干し／め
かじき／鶏若鶏肉ささ
身／たまご／牛乳

ごぼう／にんじん／梅
干／キャベツ／きゅう
り／小玉スイカ／きに
なる野菜／ブルーベ
リー

きになるやさいじゅーす
◆ぶるーべりーまふぃん

ｇ

10
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)
／三温糖／プレミック
ス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／無塩
バター

豚ひき肉／かに風味か
まぼこ／たまご／豚小
間／木綿豆腐／まぐろ
缶詰／牛乳／切れてる
チーズ／パルメザン
チーズ

にんじん／青ピーマン
／生しいたけ(菌床栽
培、生)／ねぎ／えの
きたけ／ブロッコリー
／きゅうり／キャベツ
／バナナ

ぎゅうにゅう

8
うどん／とうもろこし
／薄力粉／サラダ油／
白ごま（すり）／三温
糖／ごま油／水稲穀粒
(精白米)

たまご／湯通し塩蔵わ
かめ／かに風味かまぼ
こ／かつお節／焼き竹
輪／豚肩ロース／まぐ
ろ缶詰

きゅうり／玉葱／りょ
くとうもやし／にんじ
ん／小玉スイカ

◆むぎちゃ
28

◆かれーぱん たんぱく質 25.7 ｇ

水

たんぱく質 24.3 ｇ
／ ／

脂　質 15.1

中華めん(ゆで)／三温
糖／ごま油／かたくり
粉／もち米／食パン(6
枚切り）／有塩バター

かに風味かまぼこ／
ロースハム／たまご／
絹ごし豆腐／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／豚
ひき肉／牛乳 脂　質 20.9 ｇ

金 木

きゅうり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／ミニトマト／
とうがん／干し椎茸／
ねぎ／たけのこ(ゆで)
／にんじん／しょうが
／グレープフルーツ

ぎゅうにゅう

ねぎ／しょうが／にん
にく(りん茎)／ほうれ
んそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／ぶどう／メロン
(温室)

◆むぎちゃ

◆ぎゅうにゅうかんぜりー たんぱく質 23.4 ｇ ◆いなりずし

ｇ

27

◆つなまよおにぎり たんぱく質 22.6 ｇ ◆びすけっとけーき

ｇ

鶏若鶏肉ひき肉／たま
ご／ひらめ／ロースハ
ム／油揚げ

6
ぎゅうにゅうぱん／薄
力粉／オリーブ油／三
温糖／とうもろこし缶
詰／サラダ油／中華め
ん／水稲穀粒／ごま油

鶏小間／さわら／切れ
てるチーズ／牛乳／豚
ばら(脂身付)／あおの
り／かつお加工品(削
り節)

にんじん／えのきたけ
／ズッキーニ／干し椎
茸／玉葱／ぶなしめじ
／セロリー／にんにく
／トマト缶詰／キャベ
ツ／きゅうり／ぶどう

ぎゅうにゅう
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たんぱく質 27.4 ｇ
／ ／

脂　質 20.3

水稲穀粒(精白米)／三
温糖／てまり麩／薄力
粉／黒ごま(いり）／
サラダ油／ビスケット

たまご／うなぎ(かば
焼き)／きざみのり／
煮干し／鶏若鶏肉胸／
かに風味かまぼこ／か
つお節／牛乳／ｸﾘ-ﾑ 脂　質 21.8 ｇ

木

ｇ
水 火

ねぎ／キャベツ／にん
じん／バナナ

◆むぎちゃ
7

水稲穀粒／白ごま／そ
うめん／てまり麩／パ
ン粉／三温糖／とうも
ろこし缶詰／かたくり
粉／ごま油／グラ
ニュー糖／ゼリー

塩ざけ／たまご／かた
くちいわし(煮干し)／
豚ひき肉／牛乳／プレ
スハム／寒天

きゅうり／にんじん／
オクラ／玉葱／しょう
が／だいこん／メロン
(温室)／温州蜜柑缶詰
(果肉)

◆むぎちゃ

／ ／
脂　質 14.8

人参ロール／とうもろ
こし缶詰／かたくり粉
／薄力粉／有塩バター
／サラダ油／三温糖／
水稲穀粒

◆そばめし たんぱく質 26.2 ｇ ◆あめりかんどっく

ｇ

脂　質

脂　質

18.7

20.5

◆むぎちゃ
24

／ ／

／ ／
脂　質 22.0

水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／三温糖／
かたくり粉／サラダ油
／ごま油／プレミック
ス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)

わかめご飯の素／煮干
し／豚ひき肉／たまご
／かつお節／いかくん
製／牛乳／ウィンナー

火 月

キャベツ／もやし／青
ピーマン／ねぎ／生し
いたけ／きゅうり／セ
ロリー／トマト／にん
じん／グレープフルー
ツ

ぎゅうにゅう

／ ／
脂　質

月 土

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

ぎゅうにゅう
◆れもんよーぐるとたると たんぱく質 23.5 ｇ ◆じゃことーすと

ｇ

5
水稲穀粒／おおむぎ／
三温糖／白ごま（す
り）／薄力粉／かたく
り粉／サラダ油／グラ
ニュー糖／有塩バター
／ビスケット

木綿豆腐／しらす干し
／鶏若鶏肉胸／たまご
／かに風味かまぼこ／
ヨーグルト／ゼラチン

きゅうり／こねぎ／
しょうが／にんにく／
ほうれんそう／にんじ
ん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／小玉スイカ／ポッカ
１００レモン

3
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／ごま油／白
ごま（すり）／プレ
ミックス粉／サラダ油
／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／
たまご

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
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脂　質 20.8

水稲穀粒／ごま油／かた
くり粉／とうもろこし缶
詰(ｸﾘｰﾑ)／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／三温糖／食
パン／白ごま(いり）

豚小間／むき海老／う
ずら卵(水煮）／鶏若
鶏肉ひき肉／たまご／
ロースハム／牛乳／ち
りめんじゃこ

土 水

たけのこ／チンゲン
ツァイ／ねぎ／生しい
たけ／キャベツ／こま
つな／切干しだいこん
／にんじん／バナナ

◆むぎちゃ
◆ほっとけーき たんぱく質 23.0

金 火

玉葱／にんじん／なす／い
んげん／トマト／西洋かぼ
ちゃ／チンゲンツァイ／干
し椎茸／キャベツ／きゅう
り／グレープフルーツ／
しょうが／にんにく

ぎゅうにゅう
◆ましゅまろおこし

ｇ
／

2
水稲穀粒／五穀米の素
／じゃがいも／サラダ
油／かたくり粉／三温
糖／ごま油／マシュマ
ロ／有塩バター／コー
ンフレーク

豚小間／かたくちいわ
し(煮干し)／たちうお
／牛乳

にんじん／だいこん／
ごぼう／葉ねぎ／トマ
ト／玉葱／こまつな／
きゅうり／メロン(温
室)

ぎゅうにゅう

脂　質 21.3

水稲穀粒(精白米)／サ
ラダ油／ぎょうざの皮
／ごま油／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／三温糖
／コッペパン

豚小間／プレスハム／
牛乳／豚肩(脂身付き)

1
中華めん／三温糖／ご
ま油／かたくり粉／白
ごま(いり）／サラダ
油／黒砂糖／薄力粉／
プレミックス粉

豚ひき肉／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

ねぎ／きゅうり／にん
にく(りん茎)／しょう
が／だいずもやし／
キャベツ／いんげん／
にんじん／梅(塩漬)／
バナナ

ぎゅうにゅう
19

／ ／
脂　質 21.0

◆さーたーあんだぎー たんぱく質 22.8

ｇ
木 月

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

たんぱく質 22.2 ｇ

ｇ脂　質 21.5

20
たんぱく質 22.0 ｇ ◆やきにくさんど

／
脂　質 20.5 ｇ

20.6

中華めん／かたくり粉
／春巻きの皮／サラダ
油／三温糖／ごま油／
ごま(いり）／グラ
ニュー糖／ビスケット
／

むき海老／豚ひき肉／
かに風味かまぼこ／ち
りめんじゃこ／ヨーグ
ルト／クリームチーズ
／クリーム(乳脂肪)／
ゼラチン／牛乳

◆れあちーずけーき

ｇ

ｇ

26.3 ｇ

1ページ 2ページ

栄  養  価

ｇ

23.0 ｇ

たんぱく質

水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし／かたくり
粉／サラダ油／三温糖
／薄力粉／ごま油

煮干し／鶏若鶏肉モモ
／油揚げ／しらす干し
／湯通し塩蔵わかめ／
牛乳／調製豆乳／豚ひ
き肉／むき海老

なす／玉葱／にんにく
(りん茎)／赤ピーマン
／ほんしめじ／きゅう
り／にんじん／小玉ス
イカ／にら／しょうが

ぎゅうにゅう
◆しゃんぴん

19.2 ｇ脂　質

たんぱく質

ｇ

たんぱく質 23.7 ｇ

たんぱく質 23.9 ｇ

脂　質 20.1 ｇ

たんぱく質 23.9 ｇ

冬瓜きゅうり
原産地はインドのヒマラヤで、

日本では江戸時代から栽培さ

れるようになりました。

95%は水分なので、鮮度が落ちな

いうちに食べるようにしましょう。

丸のまま冷暗所に保存すれば冬まで

もつため、この名がつきました。

購入する際は、丸のままであれば

ずっしり重たいものを、カットされて

いれば果肉が白く切り口がみずみず

しいものを選びましょう。

淡白な味わいで、煮ものやスープ、

炒めものなどに適しています。

板ずりをすると表面のイボやえぐみが取れ、食べや

すくなります。サラダや酢のものなどさっぱりした

料理に適しています。


