
令和3年　　11月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園 令和3年　　11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
納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal
味噌汁（さつま・春菊） 味噌汁(豆腐･春菊)
鯖の塩焼き 名古屋チキン
小松菜の和え物 小松菜とじゃこの和え物
ゼリー 果物(柿)

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
きびご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal 五目チャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal
もやしとわかめのスープ 鶏ときのこのスープ
揚げ鶏の香味ソース ツナサラダ
五色サラダ 果物(バナナ)
果物(柿)

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
カレーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal 親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
竹輪の磯辺揚げ 味噌汁(白菜・かぼちゃ）
野菜の胡麻和え ちくわのごま和え
果物(バナナ) 果物(りんご)

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal ウィンナーピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 510 kcal
やさいスープ コーンポタージュ
鰆の和マヨ焼き チキンフレークあげ
野菜の海苔おかか和え コールスローサラダ
果物(みかん) 果物(洋梨)

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
えびのあんかけチャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal
青梗菜のスープ すまし汁（葱・えのき）
キャベツカニカマサラダ 松風焼き
果物(バナナ) 野菜のおかかの和え

果物（グレープフルーツ）
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ

きのこご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal
けんちん汁 キャベツスープ
鮭の味噌バター煮 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとしらすのサラダ
もやしと人参のナムル 果物(みかん)
果物(柿)

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
レーズンパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal 中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal
ミネストローネスープ 豆腐スープ
タンドリーチキン ブロッコリーのサラダ
野菜とチーズのサラダ 果物(バナナ)
果物（グレープフルーツ）

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
さつま芋ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal もち麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
味噌汁（玉葱・もやし） 味噌汁（油揚げ・玉葱）
レバーの竜田揚げ いり鶏
小松菜と柿のおからあえ 切干大根のサラダ
ゼリー 果物(みかん)

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
胡麻ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal ほうとう風うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal
根菜スープ カジキマグロのから揚げ
ハヤシソースハンバーグ ほうれん草の胡麻和え
卵と野菜のサラダ 果物(バナナ)
果物(柿)

食塩相当量 1.3 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
クリームコーンパスタ ｴﾈﾙｷﾞｰ 510 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 511 kcal タンパク質 19.2 g
チキンスープ 17.5 g 食塩相当量 1.9 g
トマトいかサラダ
果物(りんご) 今月の地場産物：さつまいも・はくさい・さといも・きゃべつ・ねぎ・だいこん・たまご

食塩相当量 2.1 ｇ
肉うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 510 kcal
牛乳
ブロッコリーのサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.9 ｇ
赤飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal
すまし汁（葱・てまり麩）
鰤の照り焼き
野菜の塩昆布あえ
果物(柿)

食塩相当量 1.7 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
味噌汁（大根・油揚げ）
肉団子の甘辛煮
ほうれん草のひじきサラダ
果物(みかん)

食塩相当量 1.9 ｇ
食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal
ホクホク南瓜のポタージュ
白身魚のフライﾀﾙﾀﾙｿｰｽ
フレンチサラダ
果物(りんご)

食塩相当量 1.4 ｇ
海老と野菜のラーメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal
焼き餃子
もやしの胡麻和え
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） 511 kcal タンパク質 19.2 g

17.5 g 食塩相当量 1.9 g

日
／
曜

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

牛乳
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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

たんぱく質 20.1 ｇ
／ ／

脂　質 19.4

水稲穀粒(精白米)／三
温糖／薄力粉／白ごま
(いり）／サンドイッ
チ用食パン／グラ
ニュー糖

十勝ヨーグルト／絹ご
し豆腐／かたくちいわ
し(煮干し)／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／ちりめ
んじゃこ／牛乳／ﾎｲｯ
ﾌﾟｸﾘｰﾑ(植物性脂肪)

しゅんぎく／ねぎ／に
んにく(りん茎)／こま
つな／切干しだいこん
／にんじん／かき(甘
がき)／温州蜜柑缶詰
(果肉)

牛乳
◆ベーコンロールパイ たんぱく質 18.5 ｇ ◆フルーツサンド

ｇ

1
★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／さ
つまいも／黒ごま（す
り）／ゼリー／パイ皮

牛乳／糸引納豆／かた
くちいわし(煮干し)／
★まさば／かに風味か
まぼこ／ベーコン

ねぎ／しゅんぎく／こ
まつな／りょくとうも
やし／にんじん

牛乳
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脂　質 14.9 ｇ
月 牛乳 金 ヨーグルト

ビスケット

たんぱく質 19.4 ｇ
／ ／

脂　質 15.9

ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／ごま
油／プレミックス粉
(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／無塩バ
ター／三温糖

牛乳／焼き豚／なると
／たまご／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

生しいたけ(菌床栽
培、生)／ねぎ／にん
じん／えのきたけ／チ
ンゲンツァイ／キャベ
ツ／きゅうり／バナナ

牛乳
◆すいとん たんぱく質 18.2 ｇ ◆チーズ蒸しパン

ｇ

2
コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／きび
(精白粒）／ごま油／
かたくり粉／サラダ油
／三温糖／普通はるさ
め(乾)／薄力粉

牛乳／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／プレス
ハム／たまご／豆乳
（無調製）／豚小間

りょくとうもやし／葉
ねぎ／ねぎ／しょうが
／にんにく(りん茎)／
きゅうり／にんじん／
かき(甘がき)／だいこ
ん／生しいたけ(菌床
栽培、生) ◆麦茶
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脂　質 20.3 ｇ
火 牛乳 土 牛乳

コーンフレーク クラッカー

たんぱく質 20.6 ｇ
／ ／

脂　質 16.1

★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま（すり）
／食パン(6枚切り）／
グラニュー糖

牛乳／鶏小間／たまご
／きざみのり／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
かたくちいわし(煮干
し)／焼き竹輪／ク
リームチーズ／クリー
ム(乳脂肪)

玉葱／ねぎ／はくさい
／西洋かぼちゃ／キャ
ベツ／ほうれんそう／
にんじん／りんご

牛乳
◆ひじき稲荷 たんぱく質 20.2 ｇ ◆チーズケーキ風トースト

ｇ

4
スティックパン／うど
ん(ゆで)／薄力粉／サ
ラダ油／黒ごま（す
り）／水稲穀粒(精白
米)／三温糖

豚小間／かつお加工品
(削り節)／焼き竹輪／
あおのり／干ひじき(ｽ
ﾃﾝﾚｽ釜、乾)／油揚げ

にんじん／だいこん／
玉葱／ねぎ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／ほうれんそ
う／バナナ

牛乳
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脂　質 19.7 ｇ
木 麦茶 月 牛乳

スティックパン ビスケット

たんぱく質 18.2 ｇ
／ ／

脂　質 17.8

塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／有塩バター
／とうもろこし缶詰(ｸ
ﾘｰﾑ)／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／コーンフ
レーク／サラダ油／薄
力粉／グラニュー糖

ウィンナー／牛乳／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･植物性)

玉葱／パセリ／にんに
く(りん茎)／キャベツ
／にんじん／西洋なし
／りんご

牛乳
◆卵ロール たんぱく質 18.8 ｇ ◆手作りケーキ

ｇ

5
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／
ロールパン

牛乳／さわら／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
きざみのり／かつお加
工品(かつお節)／たま
ご

チンゲンツァイ／にん
じん／玉葱／キャベツ
／きゅうり／温州蜜柑
(普通､生)

牛乳
25

脂　質 17.1 ｇ
金 牛乳 水 麦茶

塩せんべい 塩せんべい

たんぱく質 19.7 ｇ
／ ／

脂　質 16.2

コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／三温糖
／パン粉(乾燥)／白ご
ま(いり）／薄力粉／
有塩バター

牛乳／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)／鶏若鶏
肉ひき肉／たまご／か
に風味かまぼこ／かつ
お加工品(かつお節)

にんじん／ねぎ／えの
きたけ／玉葱／ほうれ
んそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／グレープフルー
ツ

牛乳
◆クロックムッシュ たんぱく質 20.4 ｇ ◆ショートブレッド

ｇ

6
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／サラダ油／
ごま油／かたくり粉／
白ごま（すり）／サン
ドイッチ用食パン／三
温糖

たまご／むき海老／か
に風味かまぼこ／牛乳
／スライスチーズ／プ
レスハム

ねぎ／玉葱／干し椎茸
／しょうが／にんにく
(りん茎)／にんじん／
チンゲンツァイ／キャ
ベツ／きゅうり／バナ
ナ

牛乳
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脂　質 18.5 ｇ
土 麦茶 木 牛乳

ウエハース コーンフレーク

たんぱく質 19.7 ｇ
／ ／

脂　質 17.7

ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／じゃがいも
／サラダ油／三温糖／
薄力粉／かたくり粉／
ごま油

牛乳／豚小間／ベーコ
ン／しらす干し(半乾
燥品)／豚ひき肉

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／ブロッ
コリー／きゅうり／温
州蜜柑(普通､生)／干
し椎茸／ねぎ／たけの
こ(ゆで)／しょうが

牛乳
◆アップルケーキ たんぱく質 18.7 ｇ ◆肉まん

ｇ

8
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／有塩バター／白
ごま（すり）／ごま油
／グラニュー糖／無塩
バター／薄力粉／アー
モンドプードル(乾）

十勝ヨーグルト／油揚
げ／きざみのり／しろ
さけ／牛乳／たまご

ほんしめじ／干し椎茸
／にんじん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／きゅうり／
かき(甘がき)／りんご
／ポッカ１００レモン

牛乳
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脂　質 18.1 ｇ
月 ヨーグルト 金 牛乳

ウエハース

たんぱく質 20.4 ｇ
／ ／

脂　質 21.5

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／食パン(市
販品）／有塩バター／
メープルシロップ

牛乳／豚小間／むき海
老／絹ごし豆腐／わか
め／かたくちいわし
(煮干し)／かに風味か
まぼこ

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／ねぎ
／ブロッコリー／きゅ
うり／バナナ

牛乳
◆ドーナツ たんぱく質 18.4 ｇ ◆メープルバターサンド

ｇ

9
中華風クッキ－／ぶど
うパン／食パン(市販
品）／じゃがいも／三
温糖／サラダ油／薄力
粉／グラニュー糖／無
塩バター／粉糖

牛乳／ベーコン／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／
ヨーグルト(全脂無糖)
／切れてるチーズ／た
まご

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）／にんにく(りん
茎)／ブロッコリー／
きゅうり／グレープフ
ルーツ 牛乳
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脂　質 16.9 ｇ
火 牛乳 土 牛乳

クッキー クラッカー

たんぱく質 18.4 ｇ
／ ／

脂　質 14.8

水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(米粒麦）／さ
といも／板こんにゃく
／三温糖／白ごま(い
り）／食パン(6枚切
り）／有塩バター

油揚げ(油抜き、生)／
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
モモ(煮物用）／かに
風味かまぼこ／牛乳

バナナ／玉葱／ごぼう
／にんじん／干し椎茸
／切干しだいこん／
きゅうり／温州蜜柑
(普通､生)

牛乳
◆マヨトースト たんぱく質 19.0 ｇ ◆キャラメルラスク

ｇ

10
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／さつまいも
／かたくり粉／サラダ
油／白ごま（すり）／
ゼリー／食パン(市販
品）

牛乳／かたくちいわし
(煮干し)／豚肝臓／お
から(新製法)／豆乳
（無調製）／ピザ用
チーズ／ロースハム

トウミョウ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／玉葱／しょ
うが／こまつな／きゅ
うり／かき(甘がき)

脂　質 16.7 ｇ
水 牛乳 月 麦茶

ウエハース 果物(バナナ)

18.6 ｇ ◆チャーハン

ｇ

11
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／白ご
ま(いり）／パン粉(乾
燥)／ごま油／さつま
いも／有塩バター

きな粉(大豆）／豚ひ
き肉／たまご／牛乳／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／クリーム(乳脂
肪)

かぶ／にんじん／玉葱
／だいこん／ぶなしめ
じ／ブロッコリー／
きゅうり／キャベツ／
かき(甘がき)

牛乳
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17.3 ｇ
木 麦茶 火 牛乳

◆マカロニきな粉 ◆マカロニきな粉

たんぱく質 19.1 ｇ
／ ／

脂　質 18.5

マカロニ／三温糖／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／きな粉(大豆）
／豚小間／かたくちい
わし(煮干し)／めかじ
き／たまご／ウィン
ナー

だいこん／にんじん／
西洋かぼちゃ／ねぎ／
ほうれんそう／えのき
たけ／バナナ／葉ねぎ

◆麦茶
◆スイートポテト たんぱく質

ｇ

ｇ

12
塩せんべい／スパゲッ
ティ／とうもろこし缶
詰(ｸﾘｰﾑ)／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／じゃが
いも／有塩バター／か
たくり粉／三温糖／サ
ラダ油／ごま油／水稲

ベーコン／牛乳／ｸﾘ-ﾑ
(乳脂肪･植物性脂肪）
／鶏小間／いかくん製
／しらす干し(微乾燥
品)

玉葱／にんじん／パセ
リ／えのきたけ／ほう
れんそう／干し椎茸／
きゅうり／セロリー／
トマト／りんご

◆麦茶

脂　質

金 麦茶
塩せんべい

／
脂　質 15.4

◆しらすいり五平餅 たんぱく質 17.9

／
脂　質 18.5

◆ツナマヨおにぎり たんぱく質 20.0 ｇ

ｇ

13
★ハードビスケット／
うどん(ゆで)／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／水
稲穀粒(精白米)

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
牛乳／ロースハム／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)

玉葱／ねぎ／にんじん
／ブロッコリー／きゅ
うり／バナナ

牛乳

ｇ

ｇ

15
塩せんべい／もち米／
水稲穀粒(精白米)／黒
米／黒ごま(いり）／
てまり麩／白ごま(い
り）／オートミール／
薄力粉／無塩バター／
三温糖

ささげ(乾）／絹ごし
豆腐／かたくちいわし
(煮干し)／ぶり／かに
風味かまぼこ／塩昆布
／牛乳／たまご

葉ねぎ／しょうが／
きゅうり／にんじん／
キャベツ／かき(甘が
き)

牛乳

土 麦茶
ビスケット

月 麦茶
塩せんべい

／
脂　質 16.5

◆オートミールクッキー たんぱく質 19.2

／
脂　質 15.7

◆いきなりだんご たんぱく質 19.5 ｇ

ｇ

16
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／パン
粉(乾燥)／かたくり粉
／白ごま（すり）／薄
力粉／さつまいも

きな粉(大豆）／わか
めご飯の素／油揚げ／
かたくちいわし(煮干
し)／豚ひき肉／牛乳
／たまご／干ひじき(ｽ
ﾃﾝﾚｽ釜、乾)／まぐろ
缶詰(水煮ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／

だいこん／葉ねぎ／に
んじん／玉葱／しょう
が／ほうれんそう／温
州蜜柑(普通､生)

牛乳

ｇ

ｇ

17
中華風クッキ－／食パ
ン(市販品）／有塩バ
ター／とうもろこし缶
詰(ｸﾘｰﾑ)／薄力粉／パ
ン粉(乾燥)／サラダ油
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／三温糖／水稲

牛乳／むきかれい／た
まご／鶏小間／きざみ
のり

西洋かぼちゃ／玉葱／
キャベツ／きゅうり／
にんじん／りんご／ご
ぼう

◆麦茶

火 麦茶
◆マカロニきな粉

水 麦茶
クッキー

／
脂　質 19.1

◆鶏飯おにぎり たんぱく質 18.1

月 平 均 栄 養 価
エネルギー

月 平 均 栄 養 価
エネルギー

脂　　　質

脂　　　質

木 牛乳
ウエハース

／
脂　質 18.5

◆カトルカール たんぱく質 18.8 ｇ

ｇ

18
ウエハース／中華めん
(ゆで)／ごま油／かた
くり粉／ぎょうざの皮
／白ごま(いり）／三
温糖／薄力粉／グラ
ニュー糖／無塩バター

牛乳／むき海老／豚ひ
き肉／焼き竹輪／たま
ご

たけのこ(ゆで)／チン
ゲンツァイ／ねぎ／
キャベツ／にら／にん
にく(りん茎)／しょう
が／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／にんじん／バナナ

牛乳

11月23日の勤労感謝の日の元になっている

のは新嘗祭（にいなめさい）という行事で、

今でも宮中や各地の神社でおこなわれてい

ます。「新嘗」はその年に収穫されたお米

を神さまに奉り、

恵みに感謝し口に

することです。食

をはじめとした生

産者の勤労に感謝

し、旬の恵みをい

ただきましょう。

勤労感謝の日のいわれ

人類が食した最古の果物といわれ、

日本では明治時代から栽培されてい

ます。保存性は高いですが、気温が

高い時期はビニール袋などに入れて

冷蔵庫で保存しましょう。

りんご

皮には食物繊維やポリ

フェノールが含まれて

いるので、薄めにむく

のがポイントです。



令和3年　　11月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第三保育園 令和3年　　11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
なっとうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 602 kcal ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 610 kcal
みそしる みそしる
さばのしおやき なごやちきん
こまつなのあえもの こまつなとじゃこあえもの
ぜりー かき

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
きびごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 604 kcal ごもくちゃーはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 604 kcal
もやしとわかめのすーぷ とりときのこのすーぷ
あげとりのこうみそーす つなさらだ
ごしきさらだ ばなな
かき

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 605 kcal おやこどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 601 kcal
ちくわのいそべあげ みそしる
やさいのごまあえ ちくわのごまあえ
ばなな りんご

食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 600 kcal うぃんなーぴらふ ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal
やさいすーぷ こーんぽたーじゅ
さわらのまよやき ちきんふれーくあげ
やさいののりあえ こーるすろーさらだ
みかん なし

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
えびのあんかけちゃーはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 602 kcal ひじきごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 612 kcal
ちんげんさいのすーぷ すましじる
きゃべつかにかまさらだ まつかぜやき
ばなな やさいのおかかあえ

ぐれーぷふるーつ
食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ

きのこごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 603 kcal かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 600 kcal
けんちんじる きゃべつスープ
さけのみそばたーに ぶろっこりーのさらだ
やさいのなむる みかん
かき

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
れーずんぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 602 kcal ちゅうかどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal
みねすとろーねすーぷ とうふすーぷ
たんどりーちきん ぶろっこりーのさらだ
やさいとちーずのさらだ ばなな
ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
さつまいもごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 612 kcal もちむぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 604 kcal
みそしる みそしる
ればーのたつたあげ いりどり
こまつなとかきのおからあ きりぼしだいこんのさらだ
ぜりー みかん

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 602 kcal ほうとうふううどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 602 kcal
こんさいすーぷ かじきまぐろのからあげ
はやしそーすはんばーぐ ほうれんそうのごまあえ
ぶろっこりーのさらだ ばなな
かき

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
くりーむこーんぱすた ｴﾈﾙｷﾞｰ 601 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 605 kcal タンパク質 23.4 g
ちきんすーぷ 21.0 g 食塩相当量 2.1 g
とまといかさらだ
りんご 今月の地場産物：さつまいも・はくさい・さといも・きゃべつ・ねぎ・だいこん・たまご

食塩相当量 2.2 ｇ
にくうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 604 kcal
ぎゅうにゅう
ぶろっこりーのさらだ
ばなな

食塩相当量 2.1 ｇ
せきはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 613 kcal
すましじる
ぶりのてりやき
やさいのこんぶあえ
かき

食塩相当量 1.8 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 602 kcal
みそしる
にくだんごのあまからに
ほうれんそうひじきさらだ
みかん

食塩相当量 2.3 ｇ
しょくぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 607 kcal
かぼちゃのぽたーじゅ
しろみざかなのふらい
ふれんちさらだ
りんご

食塩相当量 2.0 ｇ
えびとやさいのらーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal
やきぎょうざ
もやしのごまあえ
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） 605 kcal タンパク質 23.4 g

21.0 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 22.4 ｇ
／

脂　質 21.5 ｇ
木

18
中華めん(ゆで)／ごま
油／かたくり粉／ぎょ
うざの皮／白ごま(い
り）／三温糖／薄力粉
／グラニュー糖／無塩
バター

むき海老／豚ひき肉／
焼き竹輪／牛乳／たま
ご

たけのこ(ゆで)／チン
ゲンツァイ／ねぎ／
キャベツ／にら／にん
にく(りん茎)／しょう
が／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／にんじん／バナナ

ぎゅうにゅう
◆かとるかーる

たんぱく質 24.2 ｇ
／

脂　質 21.4 ｇ
水

17
食パン(市販品）／有
塩バター／とうもろこ
し缶詰(ｸﾘｰﾑ)／薄力粉
／パン粉(乾燥)／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)

牛乳／むきかれい／た
まご／鶏小間／きざみ
のり

西洋かぼちゃ／玉葱／
キャベツ／きゅうり／
にんじん／りんご／ご
ぼう

◆むぎちゃ
◆とりめしおにぎり

たんぱく質 23.5 ｇ
／

脂　質 19.5 ｇ
火

16
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／三温糖／
かたくり粉／白ごま
（すり）／薄力粉／さ
つまいも

わかめご飯の素／油揚
げ／かたくちいわし
(煮干し)／豚ひき肉／
牛乳／たまご／干ひじ
き(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／ま
ぐろ缶詰(水煮ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／あずき(乾）

だいこん／葉ねぎ／に
んじん／玉葱／しょう
が／ほうれんそう／温
州蜜柑(普通､生)

ぎゅうにゅう
◆いきなりだんご

たんぱく質 24.1 ｇ
／

脂　質 21.4 ｇ
月

15
もち米／水稲穀粒(精
白米)／黒米／黒ごま
(いり）／てまり麩／
白ごま(いり）／オー
トミール／薄力粉／無
塩バター／三温糖

ささげ(乾）／絹ごし
豆腐／かたくちいわし
(煮干し)／ぶり／かに
風味かまぼこ／塩昆布
／牛乳／たまご

葉ねぎ／しょうが／
きゅうり／にんじん／
キャベツ／かき(甘が
き)

ぎゅうにゅう
◆おーとみーるくっきー

たんぱく質 24.5 ｇ
／

脂　質 22.2 ｇ
土

13
うどん(ゆで)／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／水
稲穀粒(精白米)

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
牛乳／ロースハム／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)

玉葱／ねぎ／にんじん
／ブロッコリー／きゅ
うり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆つなまよおにぎり

たんぱく質 22.1 ｇ
／

脂　質 20.5 ｇ
金

12
スパゲッティ／とうも
ろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／じゃがいも／有塩バ
ター／かたくり粉／三
温糖／サラダ油／ごま
油／水稲穀粒(精白米)

ベーコン／牛乳／ｸﾘ-ﾑ
(乳脂肪･植物性脂肪）
／鶏小間／いかくん製
／しらす干し(微乾燥
品)

玉葱／にんじん／パセ
リ／えのきたけ／ほう
れんそう／干し椎茸／
きゅうり／セロリー／
トマト／りんご

◆むぎちゃ
◆しらすいりごへいもち

たんぱく質 22.5 ｇ
／

脂　質 22.9 ｇ
木

11
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／パン粉
(乾燥)／三温糖／ごま
油／さつまいも／有塩
バター

豚ひき肉／たまご／牛
乳／まぐろ缶詰(油漬ﾌ
ﾚｰｸﾗｲﾄ)／クリーム(乳
脂肪)

かぶ／にんじん／玉葱
／だいこん／ぶなしめ
じ／ブロッコリー／
きゅうり／キャベツ／
かき(甘がき)

ぎゅうにゅう
◆スイートポテト

たんぱく質 24.7 ｇ
／

脂　質 16.2 ｇ
水

10
水稲穀粒(精白米)／さ
つまいも／かたくり粉
／サラダ油／白ごま
（すり）／ゼリー／食
パン(市販品）

かたくちいわし(煮干
し)／豚肝臓／おから
(新製法)／豆乳（無調
製）／牛乳／ピザ用
チーズ／ロースハム

トウミョウ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／玉葱／しょ
うが／こまつな／きゅ
うり／かき(甘がき)

ぎゅうにゅう
◆まよとーすと

たんぱく質 23.4 ｇ
／

脂　質 22.8 ｇ
火

9
ぶどうパン／じゃがい
も／三温糖／サラダ油
／薄力粉／グラニュー
糖／無塩バター／粉糖

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／ヨーグル
ト(全脂無糖)／切れて
るチーズ／牛乳／たま
ご

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）／にんにく(りん
茎)／ブロッコリー／
きゅうり／グレープフ
ルーツ

ぎゅうにゅう
◆どーなつ

たんぱく質 22.2 ｇ
／

脂　質 22.9 ｇ
月

8
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／有塩バター／白
ごま（すり）／ごま油
／グラニュー糖／無塩
バター／薄力粉／アー
モンドプードル(乾）

油揚げ／きざみのり／
しろさけ／牛乳／たま
ご

ほんしめじ／干し椎茸
／にんじん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／きゅうり／
かき(甘がき)／りんご
／ポッカ１００レモン

ぎゅうにゅう
◆あっぷるけーき

たんぱく質 24.1 ｇ
／

脂　質 18.9 ｇ
土

6
水稲穀粒(精白米)／サ
ラダ油／ごま油／かた
くり粉／白ごま（す
り）／サンドイッチ用
食パン／三温糖

たまご／むき海老／か
に風味かまぼこ／牛乳
／スライスチーズ／プ
レスハム

ねぎ／玉葱／干し椎茸
／しょうが／にんにく
(りん茎)／にんじん／
チンゲンツァイ／キャ
ベツ／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆くろっくむっしゅ

たんぱく質 24.4 ｇ
／

脂　質 21.6 ｇ
金

5
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ロールパン

さわら／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／きざ
みのり／かつお加工品
(かつお節)／牛乳／た
まご

チンゲンツァイ／にん
じん／玉葱／キャベツ
／きゅうり／温州蜜柑
(普通､生)

ぎゅうにゅう
◆たまごろーる

たんぱく質 24.0 ｇ
／

脂　質 19.1 ｇ
木

4
うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／黒ごま
（すり）／水稲穀粒
(精白米)／三温糖

豚小間／かつお加工品
(削り節)／焼き竹輪／
あおのり／干ひじき(ｽ
ﾃﾝﾚｽ釜、乾)／油揚げ

にんじん／だいこん／
玉葱／ねぎ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／ほうれんそ
う／バナナ

◆むぎちゃ
◆ひじきいなり

たんぱく質 23.2 ｇ
／

脂　質 21.1 ｇ
火

2
水稲穀粒(精白米)／き
び(精白粒）／ごま油
／かたくり粉／サラダ
油／三温糖／普通はる
さめ(乾)／薄力粉

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／プレスハム
／たまご／牛乳／豆乳
（無調製）／豚小間

りょくとうもやし／葉
ねぎ／ねぎ／しょうが
／にんにく(りん茎)／
きゅうり／にんじん／
かき(甘がき)／だいこ
ん／生しいたけ(菌床
栽培、生)

ぎゅうにゅう
◆すいとん

たんぱく質 23.6 ｇ
／

脂　質 23.1 ｇ
月

1
水稲穀粒(精白米)／さ
つまいも／黒ごま（す
り）／ゼリー／パイ皮

糸引納豆／かたくちい
わし(煮干し)／★まさ
ば／かに風味かまぼこ
／牛乳／ベーコン

ねぎ／しゅんぎく／こ
まつな／りょくとうも
やし／にんじん

ぎゅうにゅう
◆べーこんろーるぱい

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

19
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／薄力粉／白ごま
(いり）／サンドイッ
チ用食パン／グラ
ニュー糖

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／ち
りめんじゃこ／牛乳／
ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(植物性脂
肪)

しゅんぎく／ねぎ／に
んにく(りん茎)／こま
つな／切干しだいこん
／にんじん／かき(甘
がき)／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 23.5 ｇ

／
脂　質 21.1 ｇ

金

20
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／プレミックス粉
(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／無塩バ
ター／三温糖

焼き豚／なると／たま
ご／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

生しいたけ(菌床栽
培、生)／ねぎ／にん
じん／えのきたけ／チ
ンゲンツァイ／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 22.0 ｇ

／
脂　質 22.2 ｇ

土

22
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま（すり）
／食パン(6枚切り）／
グラニュー糖

鶏小間／たまご／きざ
みのり／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／かたく
ちいわし(煮干し)／焼
き竹輪／牛乳／クリー
ムチーズ／クリーム
(乳脂肪)

玉葱／ねぎ／はくさい
／西洋かぼちゃ／キャ
ベツ／ほうれんそう／
にんじん／りんご

ぎゅうにゅう
◆ちーずけーきとーすと たんぱく質 23.3 ｇ

／
脂　質 22.9 ｇ

月

24
水稲穀粒(精白米)／有
塩バター／とうもろこ
し缶詰(ｸﾘｰﾑ)／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
コーンフレーク／サラ
ダ油／薄力粉／グラ
ニュー糖

ウィンナー／牛乳／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･植物性)

玉葱／パセリ／にんに
く(りん茎)／キャベツ
／にんじん／西洋なし
／りんご

ぎゅうにゅう
◆てづくりけーき たんぱく質 24.3 ｇ

／
脂　質 21.6 ｇ

水

25
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／パン粉(乾燥)／
白ごま(いり）／薄力
粉／有塩バター

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)／鶏若鶏肉ひ
き肉／たまご／牛乳／
かに風味かまぼこ／か
つお加工品(かつお節)

にんじん／ねぎ／えの
きたけ／玉葱／ほうれ
んそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／グレープフルー
ツ

ぎゅうにゅう
◆しょーとぶれっど たんぱく質 23.8 ｇ

／
脂　質 21.6 ｇ

木

26
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／サラダ油
／三温糖／薄力粉／か
たくり粉／ごま油

豚小間／ベーコン／し
らす干し(半乾燥品)／
牛乳／豚ひき肉

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／ブロッ
コリー／きゅうり／温
州蜜柑(普通､生)／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 22.2 ｇ

／
脂　質 19.5 ｇ

金

27
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／食パン
(市販品）／有塩バ
ター／メープルシロッ
プ

豚小間／むき海老／絹
ごし豆腐／わかめ／か
たくちいわし(煮干し)
／かに風味かまぼこ／
牛乳

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／ねぎ
／ブロッコリー／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 23.8 ｇ

／
脂　質 18.0 ｇ

土

29
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(米粒麦）／さ
といも／板こんにゃく
／三温糖／白ごま(い
り）／食パン(6枚切
り）／有塩バター

油揚げ(油抜き、生)／
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
モモ(煮物用）／かに
風味かまぼこ／牛乳

玉葱／ごぼう／にんじ
ん／干し椎茸／切干し
だいこん／きゅうり／
温州蜜柑(普通､生)

ぎゅうにゅう
◆きゃらめるらすく たんぱく質 22.4 ｇ

／
脂　質 21.2 ｇ

月

たんぱく質 24.3 ｇ
／

脂　質 19.7 ｇ
火

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

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

豚小間／かたくちいわ
し(煮干し)／めかじき
／たまご／ウィンナー

だいこん／にんじん／
西洋かぼちゃ／ねぎ／
ほうれんそう／えのき
たけ／バナナ／葉ねぎ

◆むぎちゃ
◆ちゃーはん

原産は中米で、日本には中国から

伝わりました。主成分はでんぷん

で加熱するとその一部が糖質に変

わり、焼きいものようにゆっくり

加熱するほどその甘さは増します。

紅はるか、鳴門金時、安納いもと

種類が豊富です。いろいろな品種

を試してみるのもいいですね。

さつまいも
国産のサバで一般に流通しているのはマサバと

ゴマサバですが、晩秋から冬にかけて旬を迎え

るのがマサバです。脂ののった
サバには、様々な健康

効果で知られるEPAや

DHAが豊富に含まれてい

ます。みそ煮やトマト

煮にすると子どもも食

べやすくなります。

サバ


