
令和3年　　12月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園 令和3年　　12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
さつま芋ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal 焼肉丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 549 kcal
味噌汁(白菜・大根 鶏肉と白菜のスープ
鶏肉の照り焼き キャベツカニカマサラダ
白和え 果物(バナナ)
果物(りんご)

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
麻婆丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
春雨スープ 豚汁
ささみと大根のサラダ ぶり大根
果物(みかん) 野菜の塩昆布あえ

果物（グレープフルーツ）
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

メロンパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal
コーンチャウダー ポトフ
たらのトマト煮込み えびフライ
野菜とチーズのサラダ ほうれんそうとｺｰﾝのｿﾃｰ
ゼリー 果物(みかん)

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
五目チャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal 味噌煮込みうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal
わかめとなるとのスープ 竹輪の磯辺揚げ
野菜の和風ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え かぼちゃのいとこ煮
果物(バナナ) 果物(バナナ)

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal 中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 531 kcal
すまし汁（葱・麩） 野菜のごまスープ
厚揚げのそぼろあんかけ 春雨サラダ
ほうれん草のひじきサラダ 果物(りんご)
果物（グレープフルーツ）

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal ツナピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal
クリームシチュー コーンスープ
チキンカツ ミートローフ
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとしらすのサラダ ポテトサラダ
果物(バナナ) 果物(苺)

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
胡麻ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal えびのあんかけチャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 523 kcal
味噌汁（大根・もやし） 白菜とベーコンのスープ
鮭のチャンチャン焼き風 ｶﾆｶﾏとブロッコリーサラダ
春雨サラダ 果物(バナナ)
果物(みかん)

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal スパゲティーミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal
焼売 ウィンナースープ
カミカミサラダ フレンチサラダ
果物(りんご) 果物(みかん)

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ
ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal わかめと胡麻のごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
味噌汁(豆腐･わかめ) 味噌汁(豆腐･葱)
つくねの野菜あんかけ 鶏の唐揚げ
お浸し ﾂﾅとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのサラダ
ゼリー 果物(りんご)

食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 523 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 517 kcal タンパク質 19.8 g
牛乳 17.2 g 食塩相当量 1.9 g
コーンサラダ
果物(バナナ)

※今月の地場産物：たまご・葱・さつま芋・きゃべつ・大根・白菜・里芋・人参
食塩相当量 1.1 ｇ

ドライカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal
卵とキャベツのスープ
いかサラダ
果物（グレープフルーツ）

食塩相当量 2.1 ｇ
納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal
味噌汁(豆腐･油揚げ)
いり鶏
野菜の磯和え
果物(りんご)

食塩相当量 1.8 ｇ
きのこうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
きすの天ぷら
切干大根のサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.9 ｇ
食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal
ミネストローネスープ
マカロニグラタン
チキンサラダ
ゼリー

食塩相当量 2.2 ｇ
炊き込みご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 522 kcal
なめこ汁
鰆の和マヨ焼き
白菜のりサラダ
果物(みかん)

食塩相当量 2.1 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 517 kcal タンパク質 19.8 g

17.2 g 食塩相当量 1.9 g

ｇ

ｇ

脂　質 18.6

脂　質 17.6

たんぱく質 20.5 ｇ

ｇ

ｇ

ｇ脂　質 16.6

たんぱく質 19.2

ｇ

ｇ脂　質 17.5

たんぱく質 19.0

17
コーンフレーク／水稲
穀粒／糸こんにゃく／
三温糖／白ごま(い
り）／ごま油／さつま
いも／サラダ油／黒ご
ま(いり）

牛乳／鶏若鶏肉ひき肉
／油揚げ／絹ごし豆腐
／かたくちいわし(煮
干し)／さわら／かに
風味かまぼこ／きざみ
のり

にんじん／なめこ／あ
さつき／玉葱／はくさ
い／きゅうり／温州蜜
柑(普通､生)

牛乳

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

金 牛乳
コーンフレーク

／

◆大学いも

16
ウエハース／食パン／
ジャム／じゃがいも／三
温糖／マカロニ／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力
粉／有塩バター／サラダ
油／ゼリー／水稲穀粒

ベーコン／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／油揚げ／
鶏若鶏肉ひき肉／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）／ブロッコリー／
しょうが

◆麦茶

水 牛乳
スティックパン

木 麦茶
ウエハース

／

◆そぼろ稲荷

／
脂　質 18.6

◆紅茶のケーキ たんぱく質 20.5 ｇ

ｇ

15
スティックパン／うど
ん(ゆで)／薄力粉／サ
ラダ油／白ごま(い
り）／グラニュー糖／
有塩バター

牛乳／豚小間／かたく
ちいわし(煮干し)／き
す／たまご／かに風味
かまぼこ

なめこ／ぶなしめじ／
えのきたけ／玉葱／わ
けぎ／にんじん／切干
しだいこん／きゅうり
／バナナ／レモン

牛乳

14
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／さといも／
板こんにゃく／サラダ
油／三温糖／薄力粉／
グラニュー糖／無塩バ
ター

挽きわり納豆／絹ごし豆
腐／油揚げ／かたくちい
わし(煮干し)／鶏若鶏肉
モモ／湯通し塩蔵わかめ
／ちりめんじゃこ／焼き
のり／牛乳／たまご

ごぼう／にんじん／干
し椎茸／ほうれんそう
／きゅうり／りんご／
ポッカ１００レモン

牛乳

月 麦茶
ビスケット

火 麦茶
塩せんべい

／

◆マフィン

／
脂　質 17.0

◆きな粉揚げパン たんぱく質 19.4 ｇ

ｇ

13
ハードビスケット／水
稲穀粒(精白米)／三温
糖／サラダ油／ごま油
／プチパン／グラ
ニュー糖

豚ひき肉／たまご／い
かくん製／牛乳／きな
粉(大豆）

玉葱／にんじん／青
ピーマン／グリンピー
ス／キャベツ／きゅう
り／セロリー／グレー
プフルーツ

牛乳

◆ジャムサンド たんぱく質 18.0

／
脂　質 17.1

11
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／い
ちごジャム

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

金 牛乳
ウエハース

土 りんごジュース
クラッカー

／

◆スノーボール たんぱく質 20.1 ｇ

ｇ

10
ウエハース／水稲穀粒
／三温糖／サラダ油／
かたくり粉／ゼリー／
薄力粉／アーモンド
プードル(乾）／無塩
バター／粉糖

牛乳／干ひじき／油揚げ
／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)／鶏
若鶏肉ひき肉／かに風味
かまぼこ

にんじん／れんこん／
生しいたけ(菌床栽
培、生)／チンゲン
ツァイ／ほうれんそう
／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし

牛乳

たんぱく質 19.8 ｇ ◆おやき

ｇ

9
スティックパン／中華
めん(ゆで)／かたくり
粉／しゅうまいの皮／
薄力粉／サラダ油／三
温糖／さつまいも

牛乳／豚小間／豚ひき
肉／たまご／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

もやし／にんじん／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
／れんこん／ごぼう／
きゅうり／りんご

牛乳
27

◆マドレーヌ たんぱく質 20.0 ｇ ◆チーズ蒸しパン

ｇ

8
塩せんべい／水稲穀粒／
白ごま(いり）／サラダ
油／有塩バター／普通は
るさめ(乾)／ごま油／三
温糖／グラニュー糖／薄
力粉／無塩バター

かたくちいわし(煮干
し)／しろさけ／かに
風味かまぼこ／牛乳／
たまご

だいこん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／キャベツ／にんじ
ん／エリンギ／玉葱／ぶ
なしめじ／こまつな／
きゅうり／温州蜜柑(普
通､生)

牛乳
25

たんぱく質 19.2 ｇ
／ ／

脂　質 18.0

塩せんべい／スパゲッ
ティ／サラダ油／かた
くり粉／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／三温糖／
薄力粉

豚ひき肉／ウィンナー
／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／牛乳／あず
き(乾）

脂　質 17.7 ｇ
木 牛乳 月 麦茶

スティックパン 塩せんべい

玉葱／にんじん／にんに
く(りん茎)／しょうが／
トマト缶詰(ホール）／
干し椎茸／ほうれんそう
／キャベツ／きゅうり／
温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆さつま芋まんじゅう

◆チャーハン たんぱく質 20.0 ｇ ドーナツ

ｇ

7
マカロニ／三温糖／
ロールパン／じゃがい
も／薄力粉／有塩バ
ター／パン粉／サラダ
油／水稲穀粒

牛乳／きな粉(大豆）
／豚小間／鶏成鶏肉胸
／たまご／しらす干し
(半乾燥品)／鶏若鶏肉
ひき肉／かに風味かま
ぼこ

玉葱／にんじん／パセ
リ／ブロッコリー／
きゅうり／バナナ／
キャベツ／ねぎ

◆麦茶
24

たんぱく質 19.9 ｇ
／ ／

脂　質 15.2

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(ﾎｰﾙ)／プレミックス
粉／無塩バター／三温糖

牛乳／たまご／むき海
老／ベーコン／かに風
味かまぼこ／切れてる
チーズ／パルメザン
チーズ 脂　質 18.4 ｇ

水 麦茶 土 牛乳
塩せんべい クラッカー

ねぎ／玉葱／干し椎茸／
しょうが／にんにく(り
ん茎)／はくさい／にん
じん／切りみつば／ブ
ロッコリー／きゅうり／
バナナ

牛乳

◆フレンチトースト たんぱく質 19.8 ｇ ◆ピザまん

ｇ

6
ハードビスケット／水稲
穀粒／焼きふ(車ふ）／
三温糖／サラダ油／かた
くり粉／白ごま（すり）
／食パン／有塩バター／
粉糖

かたくちいわし(煮干
し)／生揚げ／豚ひき
肉／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)／牛乳
／たまご

ねぎ／しょうが／玉葱
／にんじん／生しいた
け(菌床栽培、生)／ほ
うれんそう／グレープ
フルーツ

牛乳
23

たんぱく質 19.6 ｇ
／ ／

脂　質 18.9

ビスケット／水稲穀粒／
とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／とうもろこし缶詰(ｸﾘｰ
ﾑ)／かたくり粉／パン粉
／じゃがいも／ドーナｯ
ツ

まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／たまご／豚ひき
肉／牛乳／切れてる
チーズ／ロースハム

脂　質 17.9 ｇ
火 牛乳 金 麦茶

◆マカロニきな粉 ビスケット

玉葱／パセリ／にんじ
ん／いんげん／きゅう
り／いちご

牛乳

20.0 ｇ ◆メープルバターサンド

ｇ

4
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／ごま
油／白ごま（すり）／
食パン

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／サラダ竹輪／
スライスチーズ／焼き
のり

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

牛乳
22

たんぱく質 20.1 ｇ
／ ／

脂　質 17.1

ウエハース／水稲穀粒／
ごま油／かたくり粉／白
ごま（すり）／普通はる
さめ／三温糖／薄力粉／
サラダ油／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)

牛乳／豚小間／むき海
老／かに風味かまぼこ
／調製豆乳／豚ひき肉
／切れてるチーズ

脂　質 16.6 ｇ
月 麦茶 木 牛乳

ビスケット ウエハース

はくさい／にんじん／
たけのこ／チンゲン
ツァイ／玉葱／キャベ
ツ／えのきたけ／きゅ
うり／りんご／青ピー
マン

牛乳

ｇ
／ ／

脂　質 15.5

うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／三温糖／
食パン(市販品）／有
塩バター／メープルシ
ロップ

十勝ヨーグルト／豚小
間／油揚げ／かたくち
いわし(煮干し)／焼き
竹輪／あおのり／あず
き(乾）／牛乳 脂　質 15.6 ｇ

土 牛乳 水 ヨーグルト
クラッカー

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／えのきたけ
／ぶなしめじ／日本か
ぼちゃ／バナナ

牛乳
◆のりチーズサンド たんぱく質

ｇ

2
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／かたくり粉
／ごま油／普通はるさ
め(乾)／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／食パン

木綿豆腐／豚ひき肉／
ベーコン／鶏若鶏肉さ
さ身／油揚げ／牛乳／
プレスハム／ピザ用
チーズ

玉葱／にんじん／にら／
にんにく(りん茎)／干し
椎茸／チンゲンツァイ／
だいこん／きゅうり／温
州蜜柑(普通､生)／青
ピーマン

牛乳
20

たんぱく質 20.6

脂　質 17.5
金 牛乳 火 麦茶

コーンフレーク 塩せんべい

にんじん／玉葱／グリ
ンピース／セロリー／
ほうれんそう／ぶなし
めじ／温州蜜柑(普通､
生)／いちご

牛乳
◆昆布おにぎり たんぱく質 18.9 ｇ たんぱく質 21.4 ｇ

／ ／
脂　質 12.0

塩せんべい／水稲穀粒
／じゃがいも／薄力粉
／パン粉／サラダ油／
とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／有塩バター／グラ
ニュー糖

鶏小間／ウィンナー／
ブラックタイガー(養
殖)／たまご／牛乳／ﾎ
ｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂肪)

ｇ

◆手作りケーキ

ｇ

3
コーンフレーク／メロン
パン／じゃがいも／とう
もろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／薄
力粉／オリーブ油／三温
糖／サラダ油／ゼリー／
水稲穀粒／白ごま(い
り）

牛乳／鶏小間／たら／
切れてるチーズ／昆布
つくだ煮

玉葱／にんじん／パセ
リ／ぶなしめじ／セロ
リー／にんにく(りん
茎)／トマト缶詰(ダイ
ス）／キャベツ／きゅ
うり

◆麦茶
21

17.8 ｇ
水 牛乳 土 牛乳

ウエハース クラッカー

／ ／
脂　質 19.2

ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／かた
くり粉／白ごま（す
り）／食パン／いちご
ジャム／グラニュー糖

牛乳／豚肩(脂身付き)
／鶏小間／かに風味か
まぼこ／クリームチー
ズ

玉葱／しょうが／にん
にく(りん茎)／はくさ
い／たけのこ(ゆで)／
にんじん／キャベツ／
バナナ

牛乳
◆セサミビスコッティ たんぱく質 19.5 ◆ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞジャムサンド

ｇ

19.6 ｇ
／ ／

脂　質 15.0

ビスケット／水稲穀粒／
さといも／糸こんにゃく
／三温糖／ごま油／白ご
ま(いり）／薄力粉／無
塩バター／グラニュー糖
／ジャム

牛乳／わかめご飯の素
／豚小間／油揚げ／ぶ
り／かに風味かまぼこ
／塩昆布

脂　質 19.4 ｇ
木 麦茶 月 牛乳

塩せんべい ビスケット

玉葱／にんじん／ねぎ
／だいこん／きゅうり
／キャベツ／グレープ
フルーツ

◆麦茶
◆ピザトースト

ウエハース／水稲穀粒／
さつまいも／糸こんにゃ
く／三温糖／白ごま（す
り）／薄力粉／強力粉／
無塩バター／グラニュー
糖／白ごま(いり）

牛乳／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(皮付き)／干ひじき(ｽ
ﾃﾝﾚｽ釜、乾)／絞り豆腐
／たまご

はくさい／だいこん／
しょうが／ほうれんそ
う／にんじん／りんご

牛乳
18

たんぱく質

脂　質

たんぱく質 19.3 ｇ ◆スコーン

たんぱく質 20.7 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 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

たんぱく質 18.9 ｇ
／

脂　質 18.8 ｇ
火 牛乳

ウエハース

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

28
ウエハース／水稲穀粒／
白ごま(いり）／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／食パン／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)／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

ねぎ／ブロッコリー／
きゅうり／キャベツ／
りんご

牛乳
◆キャラメルラスク

大晦日（おおみそか）の「年取り魚」

大晦日の食事に「年取り魚」(魚料理全般)を

食べる風習があります。物流が未発達だっ

た時代、海沿いから離れた地域で魚料理を

食べるのは年末年始くらいだったことから

この風習が根付き

ました。

東日本はサケ、

西日本はブリが

用いられています。

ごぼう
もともとヨーロッパや中国では薬草として

用いられており、日本で初めて食用としての栽

培が始まりました。食物繊維がたっぷりで

腸内環境を整える働きがあるといわれ

ています。皮に香りやうまみ、

栄養が含まれているので

よく洗ってむかずに

調理しましょう。



令和3年　　12月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第三保育園 令和3年　　12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
さつまいもごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal やきにくどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 617 kcal
みそしる とりにくはくさいのすーぷ
とりにくのてりやき きゃべつかにかまさらだ
しらあえ ばなな
りんご

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
まーぼーどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 607 kcal わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 604 kcal
はるさめすーぷ とんじる
ささみとだいこんのさらだ ぶりだいこん
みかん やさいのこんぶあえ

ぐれーぷふるーつ
食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ

めろんぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 628 kcal ちきんらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal
こーんちゃうだー ぽとふ
たらのとまとにこみ えびふらい
やさいとちーずのさらだ ほうれんそうこーんそてー
ぜりー みかん

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
ごもくちゃーはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal みそにこみうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 600 kcal
わかめとなるとのすーぷ ちくわのいそべあげ
やさいわふうまよねｰず かぼちゃのいとこに
ばなな ばなな

食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 600 kcal ちゅうかどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 600 kcal
すましじる やさいごますーぷ
あつあげのそぼろあんかけ はるさめさらだ
ほうれんそうひじきさらだ りんご
ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
ろーるぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 601 kcal つなぴらふ ｴﾈﾙｷﾞｰ 609 kcal
くりーむしちゅー こーんすーぷ
ちきんかつ みーとろーふ
ぶろっこりーのさらだ ぽてとさらだ
ばなな いちご

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ
ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 601 kcal えびのあんかけちゃーはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal
みそしる はくさいのすーぷ
さけのちゃんちゃんやきふ ぶろっこりーのさらだ
はるさめさらだ ばなな
みかん

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 600 kcal すぱげてぃーみーとそーす ｴﾈﾙｷﾞｰ 600 kcal
しゅうまい うぃんなーすーぷ
かみかみさらだ ふれんちさらだ
りんご みかん

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
ひじきごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 602 kcal わかめとごまのごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 600 kcal
みそしる みそしる
つくねのやさいあんかけ とりのからあげ
おひたし ぶろっこりーのさらだ
ぜりー りんご

食塩相当量 2.6 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
すぱげてぃーなぽりたん ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 606 kcal タンパク質 23.3 g
ぎゅうにゅう 20.1 g 食塩相当量 2.2 g
こーんさらだ
ばなな

※今月の地場産物：たまご・葱・さつま芋・きゃべつ・大根・白菜・里芋・人参
食塩相当量 1.4 ｇ

どらいかれー ｴﾈﾙｷﾞｰ 603 kcal
たまごときゃべつのすーぷ
いかさらだ
ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 2.5 ｇ
なっとうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 615 kcal
みそしる
いりどり
やさいのいそあえ
りんご

食塩相当量 2.2 ｇ
きのこうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 605 kcal
きすのてんぷら
きりぼしだいこんのさらだ
ばなな

食塩相当量 2.0 ｇ
しょくぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 604 kcal
みねすとろーねすーぷ
まかろにぐらたん
ちきんさらだ
ぜりー

食塩相当量 2.5 ｇ
たきこみごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 607 kcal
なめこじる
さわらのまよやき
はくさいのりさらだ
みかん

食塩相当量 2.4 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 606 kcal タンパク質 23.3 g

20.1 g 食塩相当量 2.2 g

ｇ

たんぱく質 23.0 ｇ

脂　質 21.5 ｇ

ｇ

たんぱく質 24.2 ｇ

たんぱく質 22.9 ｇ

脂　質 19.9 ｇ

たんぱく質 22.7 ｇ

23.4 ｇ

栄  養  価

ｇ

22.5 ｇ

たんぱく質

水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／白ごま（す
り）／食パン／いちご
ジャム／グラニュー糖

豚肩(脂身付き)／鶏小
間／かに風味かまぼこ
／牛乳／クリームチー
ズ

玉葱／しょうが／にん
にく(りん茎)／はくさ
い／たけのこ(ゆで)／
にんじん／キャベツ／
バナナ

ぎゅうにゅう
◆ちーずじゃむさんど

18.9 ｇ脂　質

たんぱく質

たんぱく質 24.2 ｇ

ｇ脂　質 22.0

20
たんぱく質 23.4 ｇ ◆すこーん

／
脂　質 21.4 ｇ

14.0

水稲穀粒(精白米)／じゃ
がいも／薄力粉／パン粉
(乾燥)／サラダ油／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／有
塩バター／グラニュー糖

鶏小間／ウィンナー／
ブラックタイガー(養
殖)／たまご／牛乳／ﾎ
ｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂肪)

◆てづくりけーき

ｇ

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

1
水稲穀粒／さつまいも／
糸こんにゃく／三温糖／
白ごま（すり）／薄力粉
／強力粉／無塩バター／
グラニュー糖／白ごま
(いり）

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(皮付き)／干ひじ
き(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／絞
り豆腐／牛乳／たまご

はくさい／だいこん／
しょうが／ほうれんそ
う／にんじん／りんご

ぎゅうにゅう
18

／ ／
脂　質 21.2

◆せさみびすこってぃ たんぱく質 22.5

ｇ
水 土

木 月

玉葱／にんじん／ねぎ
／だいこん／きゅうり
／キャベツ／グレープ
フルーツ

◆むぎちゃ
◆ぴざとーすと

ｇ
／

2
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／ごま油／普
通はるさめ(乾)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
食パン

木綿豆腐／豚ひき肉／
ベーコン／鶏若鶏肉さ
さ身／油揚げ／牛乳／
プレスハム／ピザ用
チーズ

玉葱／にんじん／にら／
にんにく(りん茎)／干し
椎茸／チンゲンツァイ／
だいこん／きゅうり／温
州蜜柑(普通､生)／青
ピーマン

ぎゅうにゅう

脂　質 18.7

水稲穀粒(精白米)／さと
いも／糸こんにゃく／三
温糖／ごま油／白ごま
(いり）／薄力粉／無塩
バター／グラニュー糖／
ジャム

わかめご飯の素／豚小
間／油揚げ／ぶり／か
に風味かまぼこ／塩昆
布／牛乳

3
メロンパン／じゃがいも
／とうもろこし缶詰(ｸﾘｰ
ﾑ)／薄力粉／オリーブ油
／三温糖／サラダ油／ゼ
リー／水稲穀粒(精白米)
／白ごま(いり）

鶏小間／牛乳／たら／
切れてるチーズ／昆布
つくだ煮

玉葱／にんじん／パセリ
／ぶなしめじ／セロリー
／にんにく(りん茎)／ト
マト缶詰(ダイス）／
キャベツ／きゅうり

◆むぎちゃ
21

脂　質 17.6

うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／三温糖／
食パン／有塩バター／
メープルシロップ

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
焼き竹輪／あおのり／
あずき(乾）／牛乳

金 火

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／セロ
リー／ほうれんそう／
ぶなしめじ／温州蜜柑
(普通､生)／いちご

ぎゅうにゅう
◆こんぶおにぎり たんぱく質 22.5

／ ／
脂　質

土 水

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／えのきたけ
／ぶなしめじ／日本か
ぼちゃ／バナナ

ぎゅうにゅう
◆のりちーずさんど たんぱく質 23.5 ｇ ◆めーぷるばたーさんど

ｇ

4
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／白ごま（すり）
／サンドイッチ用食パ
ン

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／サラダ竹輪／牛乳／
スライスチーズ／焼きの
り

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
22

／ ／

／ ／
脂　質 20.5

水稲穀粒(精白米)／ごま
油／かたくり粉／白ごま
（すり）／普通はるさめ
(乾)／三温糖／薄力粉／
サラダ油／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)

豚小間／むき海老／か
に風味かまぼこ／牛乳
／調製豆乳／豚ひき肉
／切れてるチーズ

月 木

はくさい／にんじん／た
けのこ(ゆで)／チンゲン
ツァイ／玉葱／キャベツ
／えのきたけ／きゅうり
／りんご／青ピーマン

ぎゅうにゅう
◆ふれんちとーすと たんぱく質 23.7 ｇ ◆ぴざまん

ｇ

脂　質

脂　質

21.8

17.8

火 金

玉葱／パセリ／にんじ
ん／いんげん／きゅう
り／いちご

ぎゅうにゅう
7

ロールパン／じゃがい
も／薄力粉／有塩バ
ター／パン粉(乾燥)／
サラダ油／三温糖／水
稲穀粒(精白米)

豚小間／牛乳／鶏成鶏
肉胸／たまご／しらす
干し(半乾燥品)／鶏若
鶏肉ひき肉／かに風味
かまぼこ

玉葱／にんじん／パセ
リ／ブロッコリー／
きゅうり／バナナ／
キャベツ／ねぎ

◆むぎちゃ

／ ／
脂　質 22.3

水稲穀粒(精白米)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／
かたくり粉／パン粉(乾
燥)／じゃがいも／ドー
ナｯツ

6
水稲穀粒(精白米)／焼き
ふ(車ふ）／三温糖／サ
ラダ油／かたくり粉／白
ごま（すり）／食パン／
有塩バター／粉糖

かたくちいわし(煮干
し)／生揚げ／豚ひき
肉／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)／牛乳
／たまご

ねぎ／しょうが／玉葱
／にんじん／生しいた
け(菌床栽培、生)／ほ
うれんそう／グレープ
フルーツ

ぎゅうにゅう
23

たんぱく質 22.6 ｇ
／ ／

脂　質 18.9

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)／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／
ベーコン／かに風味か
まぼこ／牛乳／切れて
るチーズ／パルメザン
チーズ 脂　質 19.9 ｇ

水

ねぎ／玉葱／干し椎茸／
しょうが／にんにく(り
ん茎)／はくさい／にん
じん／切りみつば／ブ
ロッコリー／きゅうり／
バナナ

ぎゅうにゅう

◆ちゃーはん たんぱく質 24.0 ｇ どーなつ

ｇ

24

◆まどれーぬ たんぱく質 24.0 ｇ ◆ちーずむしぱん

ｇ

まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／たまご／豚ひき
肉／牛乳／切れてる
チーズ／ロースハム

スパゲッティ／サラダ
油／かたくり粉／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／薄力粉

豚ひき肉／ウィンナー
／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／牛乳／あず
き(乾）

木 月

玉葱／にんじん／にんに
く(りん茎)／しょうが／
トマト缶詰(ホール）／
干し椎茸／ほうれんそう
／キャベツ／きゅうり／
温州蜜柑(普通､生)

ぎゅうにゅう
◆おやき

ｇ

8
水稲穀粒(精白米)／白ご
ま(いり）／サラダ油／
有塩バター／普通はるさ
め(乾)／ごま油／三温糖
／グラニュー糖／薄力粉
／無塩バター

かたくちいわし(煮干
し)／しろさけ／かに
風味かまぼこ／牛乳／
たまご

だいこん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／キャベツ／にんじ
ん／エリンギ／玉葱／ぶ
なしめじ／こまつな／
きゅうり／温州蜜柑(普
通､生)

ぎゅうにゅう
25

◆さつまいもまんじゅう たんぱく質 23.7 ｇ

土

9
中華めん(ゆで)／かた
くり粉／しゅうまいの
皮／薄力粉／サラダ油
／三温糖／さつまいも

豚小間／豚ひき肉／た
まご／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／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)／れん
こん／ごぼう／きゅうり
／りんご

ぎゅうにゅう
27

／ ／
脂　質 21.0

22.6 ｇ
28

水稲穀粒(精白米)／白ご
ま(いり）／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／食パン／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)／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／牛乳

ねぎ／ブロッコリー／
きゅうり／キャベツ／
りんご

ぎゅうにゅう
◆きゃらめるらすく

ｇ18.2

10
水稲穀粒(精白米)／三温
糖／サラダ油／かたくり
粉／ゼリー／薄力粉／
アーモンドプードル
(乾）／無塩バター／粉
糖

干ひじき／油揚げ／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)／鶏若鶏肉
ひき肉／かに風味かまぼ
こ／牛乳

にんじん／れんこん／
生しいたけ(菌床栽
培、生)／チンゲン
ツァイ／ほうれんそう
／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし

ぎゅうにゅう

／
脂　質

金

◆すのーぼーる たんぱく質

たんぱく質 22.5 ｇ

ｇ

11
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／
いちごジャム

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

／
脂　質 21.1

土

◆じゃむさんど

◆きなこあげぱん たんぱく質 23.6 ｇ
13

水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サラダ油／ごま
油／プチパン／グラ
ニュー糖

豚ひき肉／たまご／い
かくん製／牛乳／きな
粉(大豆）

玉葱／にんじん／青
ピーマン／グリンピー
ス(冷凍)／キャベツ／
きゅうり／セロリー／
グレープフルーツ

ぎゅうにゅう

／
脂　質 20.5 ｇ

月

14
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／板こんにゃく
／サラダ油／三温糖／
薄力粉／グラニュー糖
／無塩バター

糸引納豆／絹ごし豆腐／
油揚げ／かたくちいわし
／鶏若鶏肉モモ／湯通し
塩蔵わかめ／ちりめん
じゃこ／焼きのり／牛乳
／たまご

ごぼう／にんじん／干
し椎茸／ほうれんそう
／きゅうり／りんご／
レモン

ぎゅうにゅう
◆まふぃん たんぱく質 22.9 ｇ

／
脂　質 21.8 ｇ

火

23.7 ｇ
／

脂　質 20.9 ｇ
水

15
うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／白ごま
(いり）／グラニュー
糖／有塩バター

豚小間／かたくちいわ
し(煮干し)／きす／た
まご／かに風味かまぼ
こ／牛乳

なめこ／ぶなしめじ／
えのきたけ／玉葱／わ
けぎ／にんじん／切干
しだいこん／きゅうり
／バナナ／レモン

ぎゅうにゅう
◆こうちゃのけーき たんぱく質

たんぱく質 23.6 ｇ
／

脂　質 19.8 ｇ
木

16
食パン／ジャム／じゃが
いも／三温糖／マカロニ
／とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／薄力粉／有塩バター
／サラダ油／ゼリー／水
稲穀粒(精白米)

ベーコン／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／油揚げ／
鶏若鶏肉ひき肉／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）／ブロッコリー／
しょうが

◆むぎちゃ
◆そぼろいなり

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 23.4 ｇ
／

脂　質 21.1 ｇ
金

17
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／三温糖／
白ごま(いり）／ごま
油／さつまいも／サラ
ダ油／黒ごま(いり）

鶏若鶏肉ひき肉／油揚げ
／絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／さわら
／かに風味かまぼこ／き
ざみのり／牛乳

にんじん／なめこ／あ
さつき／玉葱／はくさ
い／きゅうり／温州蜜
柑(普通､生)

ぎゅうにゅう
◆だいがくいも

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 23.0 ｇ
／

脂　質 21.9 ｇ
火

朝ごはんの効果
伝統食の朝ごはん

集中力を高める

朝ご飯でお米からブドウ糖を

しっかりとっておくと、

集中力が高まり、活動にも

意欲がわいてきます。

納豆
畑の肉といわれるほどたんぱく質が豊富

な大豆が原料の発酵食品で、その中に含

まれる納豆菌には免疫力を上げ腸内環境

を整える働きがあると言われています。

ごはんにのせるの

は食べづらいとい

う子も、納豆巻き

にすると食べやす

いようです。


