
令和4年　　2月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園 令和4年　　2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
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal 煮込みうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal
味噌汁（大根・油揚げ） 牛乳
野菜つくね コーンサラダ
糸こんにゃくのナムル 果物(バナナ)
果物(はるみオレンジ)

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
豚汁うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 522 kcal わかめと胡麻のごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal
竹輪の磯辺揚げ 味噌汁（さつま芋・玉葱）
ささみと大根のサラダ 鰆の野菜ソースかけ
果物(バナナ) もやしとハムのサラダ

果物(はっさく)
食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ

ドライカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal きのこうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 526 kcal
オニオンスープ とり天
いわしのパン粉焼き さやえんどうの和マヨ和え
茹でじゃが・ブロッコリー 果物(バナナ)
果物(苺)

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
胡麻ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 529 kcal 白パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 527 kcal
わかめとなるとのスープ ポトフ
揚げ鶏の香味ソース ハンバーグ
ひじきの中華和え フレンチサラダ
ゼリー 果物(バナナ)

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
麻婆丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal
もやしのスープ コーンポタージュ
野菜の和風ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え 白身魚のフライ
果物(バナナ) ブロッコリーのサラダ

果物(ぽんかん）
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ

メロンパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal 中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal
コーンスープ 豆腐の中華スープ
豆腐のグラタン キャベツカニカマサラダ
ゴボウサラダ 果物(バナナ)
果物(いよかん)

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.2 ｇ
きのこ中華風炊き込みご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal こぎつねごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal
すまし汁（葱・花麩） 味噌汁（大根・もやし）
ぶり竜田揚げ 鶏肉のオニオンソース
春雨サラダ 野菜の塩昆布あえ
果物(はるみオレンジ) 果物(デコポン）

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 516 kcal タンパク質 20.0 g
味噌汁(豆腐･葱) 17.7 g 食塩相当量 1.8 g
いり鶏
ほうれん草の胡麻和え ※今月の地場産物：たまご・葱・さつま芋・じゃがいも・人参・大根
果物(しらぬい）

食塩相当量 1.7 ｇ
タンメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal
珍珠丸子
切干大根のサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.5 ｇ
親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 528 kcal
キャベツとﾍﾞｰｺﾝのスープ
もやしと人参のナムル
果物(バナナ)

食塩相当量 2.0 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal
味噌汁（玉葱・もやし）
鶏肉のマーマレード焼き
いかサラダ
果物(りんご)

食塩相当量 1.9 ｇ
キャロブパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
クリームシチュー
さわらのトマト煮込み
野菜の和風ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え
ゼリー

食塩相当量 1.9 ｇ
もち麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal
すまし汁（はんぺん）
厚揚げの和風マーボー煮
春雨サラダ
果物(デコポン）

食塩相当量 1.7 ｇ
もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 510 kcal
ツナチーズ餃子
チョレギ風サラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.8 ｇ
鶏ごぼうご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal
味噌汁(じゃが芋･わかめ)
カジキマグロのから揚げ
白和え
果物(いよかん)

食塩相当量 1.7 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 516 kcal タンパク質 20.0 g

17.7 g 食塩相当量 1.8 g

20.5 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

ビスケット／水稲穀粒
(精白米)／かたくり粉／
三温糖／糸こんにゃく／
白ごま（すり）／ごま油
／薄力粉／アーモンド
プードル(乾）／無塩バ
ター／粉糖

牛乳／わかめご飯の素
／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

だいこん／玉葱／にん
じん／青ピーマン／
しょうが／ほうれんそ
う／はるみオレンジ

牛乳
19

たんぱく質

脂　質

たんぱく質 19.9 ｇ ◆アメリカンドッグ

たんぱく質

20.6 ｇ
／ ／

脂　質 16.7

水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／さつま
いも／薄力粉／有塩バ
ター／ごま油／三温糖
／プレミックス粉／サ
ラダ油

十勝ヨーグルト／わか
めご飯の素／かたくち
いわし(煮干し)／さわ
ら／ロースハム／牛乳
／ウィンナー 脂　質 15.7 ｇ

水 牛乳 月 ヨーグルト
ウエハース

玉葱／えのきたけ／生
しいたけ(菌床栽培、
生)／りょくとうもや
し／きゅうり／はっさ
く

牛乳
◆きび団子

17.9 ｇ
火 牛乳 土 りんごジュース

ビスケット クラッカー

／ ／
脂　質 19.0

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／ほうれんそう／
キャベツ／きゅうり／
バナナ

牛乳
◆スノーボール たんぱく質 19.9 ◆のりチーズサンド

ｇ

たんぱく質 19.6 ｇ
／ ／

脂　質 17.6

マカロニ／三温糖／う
どん(ゆで)／薄力粉／
かたくり粉／サラダ油
／無塩バター／グラ
ニュー糖／ジャム

牛乳／きな粉(大豆）／
油揚げ／豚小間／かたく
ちいわし(煮干し)／鶏若
鶏肉胸(皮なし)／たまご
／かに風味かまぼこ ｇ

◆スコーン

ｇ

3
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／パン粉(乾
燥)／オリーブ油／
じゃがいも／サンド
イッチ用食パン／グラ
ニュー糖

焼きのり／スティック
チーズ／豚ひき肉／ま
いわし／パルメザン
チーズ／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(植
物性脂肪)

玉葱／にんじん／青
ピーマン／パセリ／に
んにく(りん茎)／ブ
ロッコリー／いちご／
バナナ

◆麦茶
22

ｇ

2
ウエハース／うどん(ゆ
で)／じゃがいも／糸こ
んにゃく／薄力粉／サラ
ダ油／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／きび(精白粒）／
水稲穀粒(精白米)／三温
糖

牛乳／豚小間／油揚げ
／焼き竹輪／あおのり
／鶏若鶏肉ささ身／き
な粉(大豆）

玉葱／にんじん／ねぎ
／だいこん／きゅうり
／バナナ

◆麦茶
21

たんぱく質 20.0

脂　質 18.6
木 麦茶 火 牛乳

塩せんべい ◆マカロニきな粉

なめこ／ぶなしめじ／え
のきたけ／わけぎ／にん
じん／しょうが／にんに
く(りん茎)／スナップえ
んどう／きゅうり／バナ
ナ

◆麦茶
◆バナナロール たんぱく質 20.0 ｇ

ｇ
／ ／

脂　質 17.1

コーンフレーク／白パ
ン／パン粉(乾燥)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／サラダ油／三温糖／
水稲穀粒(精白米)

牛乳／ウィンナー／豚
ひき肉／たまご／油揚
げ

脂　質 19.9 ｇ
金 牛乳 木 牛乳

コーンフレーク コーンフレーク

かぶ／にんじん／玉葱
／ぶなしめじ／干し椎
茸／キャベツ／きゅう
り／バナナ

◆麦茶
◆ポテトピザ たんぱく質

たんぱく質 20.3 ｇ
／ ／

脂　質 20.2

ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／とうもろこし
缶詰(ｸﾘｰﾑ)／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力粉／
パン粉(乾燥)／サラダ油
／三温糖／ごま油／グラ
ニュー糖

鶏小間／牛乳／たら／
たまご／ロースハム／
ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂肪)／
加糖練乳

脂　質 17.5 ｇ
土 牛乳 金 麦茶

クラッカー ウエハース

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／パセ
リ／ブロッコリー／
きゅうり／ぽんかん

牛乳

19.1 ｇ ◆いなり寿司

ｇ

4
コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／白ごま
(いり）／ごま油／か
たくり粉／サラダ油／
三温糖／ゼリー／じゃ
がいも

牛乳／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／なると／絹ご
し豆腐／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／干ひじき(ｽﾃﾝ
ﾚｽ釜、乾)／かに風味か
まぼこ／ロースハム／ピ
ザ用チーズ

葉ねぎ／ねぎ／しょう
が／にんにく(りん茎)
／きゅうり／にんじん
／青ピーマン／玉葱

牛乳
24

たんぱく質 20.3 ｇ
／ ／

脂　質 18.3

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）／食パン／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／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)
／かに風味かまぼこ

脂　質 18.8 ｇ
月 牛乳 土 牛乳

ビスケット 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／キャ
ベツ／バナナ

牛乳

◆クロックムッシュ たんぱく質 21.2 ｇ ◆手作りケーキ

ｇ

5
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）／サンドイッチ用
食パン／三温糖

牛乳／木綿豆腐／豚ひ
き肉／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／サラダ竹
輪／スライスチーズ／
プレスハム／たまご

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
りょくとうもやし／葉
ねぎ／キャベツ／きゅ
うり／バナナ

牛乳
25

たんぱく質 19.7 ｇ
／ ／

脂　質 16.7

塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／サラダ油／
三温糖／薄力粉／ごま
油／白ごま(いり）／
食パン(6枚切り）／有
塩バター

油揚げ／豚ひき肉／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／塩昆布／牛乳 脂　質 16.9 ｇ

火 ヨーグルト 月 麦茶
塩せんべい

干し椎茸／だいこん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／玉
葱／にんにく(りん茎)
／きゅうり／にんじん
／キャベツ／デコポン

牛乳

◆鮭としらすのおにぎり たんぱく質 19.7 ｇ ◆メープルバターサンド

ｇ

7
ビスケット／メロンパン
／とうもろこし缶詰(ｸﾘｰ
ﾑ)／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／かたくり粉／サ
ラダ油／有塩バター／薄
力粉／白ごま／水稲穀粒

牛乳／たまご／木綿豆
腐／ピザ用チーズ／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／しらす干し(微乾
燥品)／塩ざけ

玉葱／こまつな／にん
じん／エリンギ／ごぼ
う／きゅうり／いよか
ん

◆麦茶
26

◆スイートポテト たんぱく質 21.6 ｇ ◆キャラメルラスク

ｇ

8
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／三温糖／花麩／
かたくり粉／サラダ油
／普通はるさめ(乾)／
さつまいも／有塩バ
ター

十勝ヨーグルト／かた
くちいわし(煮干し)／
ぶり／かに風味かまぼ
こ／牛乳／クリーム
(乳脂肪)／たまご

ぶなしめじ／まいたけ
／干し椎茸／ねぎ／に
んにく(りん茎)／しょ
うが／きゅうり／にん
じん／はるみオレンジ

牛乳
28

ｇ

ｇ

9
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／さといも／板
こんにゃく／サラダ油／
三温糖／黒ごま（すり）
／グラニュー糖／薄力粉
／無塩バター

挽きわり納豆／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)／鶏若鶏肉モ
モ(煮物用）／牛乳／た
まご

ねぎ／ごぼう／にんじ
ん／干し椎茸／ほうれ
んそう／えのきたけ／
しらぬひ(砂じょう、
生)

牛乳

◆チヂミ たんぱく質 20.1 ｇ

／
脂　質 18.5

水 麦茶
ウエハース

◆マドレーヌ たんぱく質 19.2

ｇ

10
塩せんべい／中華めん
(ゆで)／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／ごま油／
もち米／かたくり粉／
白ごま(いり）／薄力
粉／上新粉

豚小間／豚ひき肉／た
まご／かに風味かまぼ
こ／牛乳／さくらえび
(素干し)

キャベツ／にんじん／ﾌﾞ
ﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／ほうれ
んそう／干し椎茸／ねぎ
／たけのこ(ゆで)／しょ
うが／切干しだいこん／
きゅうり／バナナ／にら

牛乳

◆トマトピザトースト たんぱく質 20.9

／
脂　質 14.8

12
クラッカー／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／白
ごま（すり）／ごま油
／食パン(6枚切り）

牛乳／鶏小間／たまご
／きざみのり／ベーコ
ン／ピザ用チーズ／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)

玉葱／ねぎ／キャベツ
／切りみつば／ﾌﾞﾗｯｸ
ﾏｯﾍﾟもやし／にんじん
／バナナ／トマト缶詰
(ダイス）

牛乳

木 麦茶
塩せんべい

土 牛乳
クラッカー

／

／
脂　質 18.8

◆マフィン たんぱく質 18.9 ｇ

ｇ

14
ビスケット／水稲穀粒
(精白米)／マーマレード
(低糖度)／三温糖／サラ
ダ油／ごま油／グラ
ニュー糖／薄力粉／無塩
バター

牛乳／絹ごし豆腐／かた
くちいわし(煮干し)／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／い
かくん製／たまご／ク
リームチーズ／デザート
ホイップ

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／玉
葱／しょうが／きゅう
り／セロリー／にんじ
ん／りんご／いちご

◆麦茶

15
キャロブパン／じゃがい
も／サラダ油／薄力粉／
有塩バター／オリーブ油
／三温糖／白ごま（す
り）／ゼリー／水稲穀粒
(精白米)

豚小間／牛乳／さわら
／サラダ竹輪／鶏若鶏
肉ひき肉／たまご

バナナ／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／ねぎ

◆麦茶

月 牛乳
ビスケット

火 麦茶
果物(バナナ)

／

◆チャーハンおにぎり

脂　質 19.4

◆サーターアンダギー たんぱく質 20.0 ｇ

ｇ

16
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／おおむぎ(米
粒麦）／サラダ油／かた
くり粉／ごま油／普通は
るさめ(乾)／三温糖／黒
砂糖／薄力粉／プレミッ
クス粉

牛乳／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／はんぺん
／かたくちいわし(煮
干し)／生揚げ／豚ひ
き肉／かに風味かまぼ
こ／たまご

だいこん／わけぎ／ね
ぎ／しょうが／きゅう
り／にんじん／デコポ
ン

牛乳

木 麦茶
塩せんべい

／

◆じゃこトースト

／

20.3

18
クッキ－／水稲穀粒(精
白米)／糸こんにゃく／
三温糖／じゃがいも／か
たくり粉／サラダ油／白
ごま（すり）／薄力粉／
とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)

鶏若鶏肉ひき肉／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／か
たくちいわし(煮干し)／
めかじき／干ひじき(ｽﾃﾝ
ﾚｽ釜、乾)／絞り豆腐／
牛乳／豚ひき肉／切れて
るチーズ

ごぼう／いんげん／ほ
うれんそう／にんじん
／いよかん／青ピーマ
ン／玉葱

◆麦茶

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

金 麦茶
クッキー

／

◆ピザまん

17
塩せんべい／中華めん
(ゆで)／かたくり粉／
ぎょうざの皮／ごま油
／白ごま(いり）／サ
ンドイッチ用食パン

豚小間／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／切れ
てるチーズ／きざみの
り／牛乳／ちりめん
じゃこ

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
んじん／チンゲンツァ
イ／玉葱／キャベツ／
きゅうり／バナナ／ね
ぎ

牛乳

水 牛乳
ウエハース

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

ｇ

ｇ

脂　質 16.2

脂　質 18.9

たんぱく質 19.1 ｇ

ｇ

ｇ

ｇ脂　質 16.5

たんぱく質 19.5

ｇ

ｇ脂　質 16.4

たんぱく質

伝統食の朝ごはん

もともとは山口県の萩市で発見された品種で、

現在は主な栽培地が「伊予（愛媛県）」である

ことから、この名で呼ばれています。

皮はやや厚いですが手でも

むきやすく、果肉がやわら

かく果汁が多いのが特徴で

す。皮に張りとつやがあり、

ずっしり重いものを選びま

しょう。

みそは大豆を米や麦などの麹で発酵させた

食品です。そのみそを用いたみそ汁は1日の

スタートに必要な水分や栄養分を補ってく

れる上、体を温める作用があるので冬の朝

にぴったりです。

前日のうちに下ごし

らえや調理をしてお

くと、手早く準備で

きるでしょう。

いよかん
みそしる
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午 後 午 後

午 前 午 前
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 600 kcal にこみうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 603 kcal
みそしる ぎゅうにゅう
やさいつくね こーんさらだ
いとこんにゃくのなむる ばなな
はるみおれんじ

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
とんじるうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal わかめとごまのごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 607 kcal
ちくわのいそべあげ みそしる
ささみとだいこんのさらだ さわらのやさいそーすかけ
ばなな もやしとはむのさらだ

はっさく
食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ

どらいかれー ｴﾈﾙｷﾞｰ 609 kcal きのこうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 611 kcal
おにおんすーぷ とりてん
いわしのぱんこやき さやえんどうのまよあえ
ゆでじゃがぶろっこりー ばなな
いちご

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 618 kcal ばーがーぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 610 kcal
わかめとなるとのすーぷ ぽとふ
あげとりのこうみそーす はんばーぐ
ひじきのちゅうかあえ ふれんちさらだ
ぜりー ばなな

食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.6 ｇ
まーぼーどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 617 kcal ちきんらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 603 kcal
もやしのすーぷ こーんぽたーじゅ
やさいわふうまよねｰず しろみざかなのふらい
ばなな ぶろっこりーのさらだ

ぽんかん
食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ

めろんぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 615 kcal ちゅうかどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 610 kcal
こーんすーぷ とうふのちゅうかすーぷ
とうふのぐらたん きゃべつかにかまさらだ
ごぼうさらだ ばなな
いよかん

食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ
ちゅうかふうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal こぎつねごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 591 kcal
すましじる みそしる
ぶりのたつたあげ とりにくのおにおんそーす
はるさめさらだ やさいのこんぶあえ
はるみおれんじ でこぽん

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ
なっとうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 611 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 608 kcal タンパク質 23.6 g
みそしる 20.8 g 食塩相当量 2.2 g
いりどり
ほうれんそうのごまあえ ※今月の地場産物：たまご・葱・さつま芋・じゃがいも・人参・大根
しらぬい

食塩相当量 2.2 ｇ
たんめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 604 kcal
ちんずーわんすー
きりぼしだいこんのさらだ
ばなな

食塩相当量 1.5 ｇ
おやこどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 614 kcal
きゃべつのすーぷ
やさいのなむる
ばなな

食塩相当量 2.4 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 618 kcal
みそしる
とりにくのまーまれーどや
いかさらだ
りんご

食塩相当量 2.4 ｇ
きゃろぶぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal
くりーむしちゅー
さわらのとまとにこみ
やさいわふうまよねｰず
ぜりー

食塩相当量 2.4 ｇ
もちむぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 607 kcal
すましじる
あつあげのまーぼーに
はるさめさらだ
でこぽん

食塩相当量 1.9 ｇ
もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 600 kcal
つなちーずぎょうざ
ちょれぎふうさらだ
ばなな

食塩相当量 2.0 ｇ
とりごぼうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 612 kcal
みそしる
かじきまぐろのからあげ
しらあえ
いよかん

食塩相当量 2.4 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 608 kcal タンパク質 23.6 g

20.8 g 食塩相当量 2.2 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 24.1 ｇ
／

脂　質 18.5 ｇ
金

18
水稲穀粒(精白米)／糸こ
んにゃく／三温糖／じゃ
がいも／かたくり粉／サ
ラダ油／白ごま（すり）
／薄力粉／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)

鶏若鶏肉ひき肉／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／か
たくちいわし(煮干し)／
めかじき／干ひじき(ｽﾃﾝ
ﾚｽ釜、乾)／絞り豆腐／
牛乳／豚ひき肉／切れて
るチーズ

ごぼう／いんげん／ほ
うれんそう／にんじん
／いよかん／青ピーマ
ン／玉葱

◆むぎちゃ
◆ぴざまん

たんぱく質 23.9 ｇ
／

脂　質 20.8 ｇ
木

17
中華めん(ゆで)／かた
くり粉／ぎょうざの皮
／ごま油／白ごま(い
り）／サンドイッチ用
食パン

豚小間／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／切れ
てるチーズ／きざみの
り／牛乳／ちりめん
じゃこ

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
んじん／チンゲンツァ
イ／玉葱／キャベツ／
きゅうり／バナナ／ね
ぎ

ぎゅうにゅう
◆じゃことーすと

22.5 ｇ
／

脂　質 21.5 ｇ
水

16
水稲穀粒(精白米)／おお
むぎ(米粒麦）／サラダ
油／かたくり粉／ごま油
／普通はるさめ(乾)／三
温糖／黒砂糖／薄力粉／
プレミックス粉

湯通し塩蔵わかめ／は
んぺん／かたくちいわ
し(煮干し)／生揚げ／
豚ひき肉／かに風味か
まぼこ／牛乳／たまご

だいこん／わけぎ／ね
ぎ／しょうが／きゅう
り／にんじん／デコポ
ン

ぎゅうにゅう
◆さーたーあんだぎー たんぱく質

15
キャロブパン／じゃがい
も／サラダ油／薄力粉／
有塩バター／オリーブ油
／三温糖／白ごま（す
り）／ゼリー／水稲穀粒
(精白米)

豚小間／牛乳／さわら
／サラダ竹輪／鶏若鶏
肉ひき肉／たまご

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／ね
ぎ

◆むぎちゃ
◆ちゃーはんおにぎり たんぱく質 23.8 ｇ

／
脂　質 19.9 ｇ

火

◆まふぃん たんぱく質 22.6 ｇ
14

水稲穀粒(精白米)／
マーマレード(低糖度)
／三温糖／サラダ油／
ごま油／グラニュー糖
／薄力粉／無塩バター

絹ごし豆腐／かたくちい
わし(煮干し)／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／いかくん
製／たまご／牛乳／ク
リームチーズ／デザート
ホイップ

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／玉
葱／しょうが／きゅう
り／セロリー／にんじ
ん／りんご／いちご

◆むぎちゃ

／
脂　質 21.5 ｇ

月

たんぱく質 23.9 ｇ

ｇ

12
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま（すり）
／ごま油／食パン(6枚
切り）

鶏小間／たまご／きざ
みのり／ベーコン／牛
乳／ピザ用チーズ／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)

玉葱／ねぎ／キャベツ
／切りみつば／ﾌﾞﾗｯｸ
ﾏｯﾍﾟもやし／にんじん
／バナナ／トマト缶詰
(ダイス）

ぎゅうにゅう

／
脂　質 20.6

土

◆とまとぴざとーすと

24.2 ｇ

ｇ18.7

8
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／三温糖／花麩／
かたくり粉／サラダ油
／普通はるさめ(乾)／
さつまいも／有塩バ
ター

かたくちいわし(煮干
し)／ぶり／かに風味
かまぼこ／牛乳／ク
リーム(乳脂肪)／たま
ご

ぶなしめじ／まいたけ
／干し椎茸／ねぎ／に
んにく(りん茎)／しょ
うが／きゅうり／にん
じん／はるみオレンジ

ぎゅうにゅう

10
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
ごま油／もち米／かた
くり粉／白ごま(い
り）／薄力粉／上新粉

豚小間／豚ひき肉／た
まご／かに風味かまぼ
こ／牛乳／さくらえび
(素干し)

キャベツ／にんじん／ﾌﾞ
ﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／ほうれ
んそう／干し椎茸／ねぎ
／たけのこ(ゆで)／しょ
うが／切干しだいこん／
きゅうり／バナナ／にら

ぎゅうにゅう

／
脂　質

木

◆ちぢみ たんぱく質

◆まどれーぬ たんぱく質 24.2 ｇ

月

9
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／板こんにゃく
／サラダ油／三温糖／
黒ごま（すり）／グラ
ニュー糖／薄力粉／無
塩バター

糸引納豆／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
肉モモ(煮物用）／牛
乳／たまご

ねぎ／ごぼう／にんじ
ん／干し椎茸／ほうれ
んそう／えのきたけ／
しらぬひ(砂じょう、
生)

ぎゅうにゅう

／
脂　質 22.4

水
ｇ

◆すいーとぽてと たんぱく質 23.5 ｇ ◆きゃらめるらすく

ｇ

豚小間／むき海老／絹
ごし豆腐／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かに
風味かまぼこ／牛乳

28

5
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／ごま油／白
ごま（すり）／サンド
イッチ用食パン／三温
糖

木綿豆腐／豚ひき肉／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／サラダ竹輪／
牛乳／スライスチーズ
／プレスハム／たまご

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
りょくとうもやし／葉
ねぎ／キャベツ／きゅ
うり／バナナ

ぎゅうにゅう
25

たんぱく質 24.0 ｇ
／ ／

脂　質 21.0

水稲穀粒(精白米)／サ
ラダ油／三温糖／薄力
粉／ごま油／白ごま
(いり）／食パン(6枚
切り）／有塩バター

油揚げ／豚ひき肉／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／塩昆布／牛乳 脂　質 21.1 ｇ

火

月 土

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／バナナ

ぎゅうにゅう
7

メロンパン／とうもろこ
し缶詰(ｸﾘｰﾑ)／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／かたく
り粉／サラダ油／有塩バ
ター／薄力粉／白ごま
（すり）／水稲穀粒(精
白米)

たまご／木綿豆腐／牛
乳／ピザ用チーズ／ま
ぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／しらす干し(微乾
燥品)／塩ざけ

玉葱／こまつな／にん
じん／エリンギ／ごぼ
う／きゅうり／いよか
ん

◆むぎちゃ

／ ／
脂　質 19.8

水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／白
ごま（すり）／食パン
(市販品）／有塩バ
ター／メープルシロッ
プ

◆さけとしらすのおにぎり たんぱく質 22.6

◆くろっくむっしゅ たんぱく質 23.5 ｇ ◆てづくりけーき

ｇ

脂　質

脂　質

20.7

20.6

ｇ ◆めーぷるばたーさんど

ｇ

26

ぎゅうにゅう
24

／ ／

／ ／
脂　質 21.8

水稲穀粒(精白米)／とう
もろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
薄力粉／パン粉(乾燥)／
サラダ油／三温糖／ごま
油／グラニュー糖

鶏小間／牛乳／たら／
たまご／ロースハム／
ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂肪)／
加糖練乳

土 金

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／パセ
リ／ブロッコリー／
きゅうり／ぽんかん

ぎゅうにゅう

／ ／
脂　質

金 木

かぶ／にんじん／玉葱
／ぶなしめじ／干し椎
茸／キャベツ／きゅう
り／バナナ

◆むぎちゃ
◆ぽてとぴざ たんぱく質 22.9 ｇ ◆いなりずし

ｇ

4
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／ごま油
／かたくり粉／サラダ
油／三温糖／ゼリー／
じゃがいも

湯通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／なると／絹ごし豆
腐／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／かに風味かま
ぼこ／牛乳／ロースハム
／ピザ用チーズ

葉ねぎ／ねぎ／しょう
が／にんにく(りん茎)
／きゅうり／にんじん
／青ピーマン／玉葱

3
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／オリーブ
油／じゃがいも／サン
ドイッチ用食パン／グ
ラニュー糖

焼きのり／スティック
チーズ／豚ひき肉／ま
いわし／パルメザン
チーズ／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(植
物性脂肪)

玉葱／にんじん／青
ピーマン／パセリ／に
んにく(りん茎)／ブ
ロッコリー／いちご／
バナナ

◆むぎちゃ
22

脂　質 21.3

バーガーパン／パン粉
(乾燥)／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／サラダ油
／三温糖／水稲穀粒
(精白米)

ウィンナー／豚ひき肉
／牛乳／たまご／油揚
げ

木 火

なめこ／ぶなしめじ／え
のきたけ／わけぎ／にん
じん／しょうが／にんに
く(りん茎)／スナップえ
んどう／きゅうり／バナ
ナ

◆むぎちゃ
◆ばななろーる たんぱく質 24.8

水 月

玉葱／えのきたけ／生
しいたけ(菌床栽培、
生)／りょくとうもや
し／きゅうり／はっさ
く

ぎゅうにゅう
◆きびだんご

ｇ
／

2
うどん(ゆで)／じゃがい
も／糸こんにゃく／薄力
粉／サラダ油／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／きび(精
白粒）／水稲穀粒(精白
米)／三温糖

豚小間／油揚げ／焼き
竹輪／あおのり／鶏若
鶏肉ささ身／きな粉
(大豆）

玉葱／にんじん／ねぎ
／だいこん／きゅうり
／バナナ

◆むぎちゃ

脂　質 16.9

水稲穀粒(精白米)／白ご
ま(いり）／さつまいも
／薄力粉／有塩バター／
ごま油／三温糖／プレ
ミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／
サラダ油

わかめご飯の素／かた
くちいわし(煮干し)／
さわら／ロースハム／
牛乳／ウィンナー

1
水稲穀粒(精白米)／かた
くり粉／三温糖／糸こん
にゃく／白ごま（すり）
／ごま油／薄力粉／アー
モンドプードル(乾）／
無塩バター／粉糖

わかめご飯の素／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／牛乳

だいこん／玉葱／にん
じん／青ピーマン／
しょうが／ほうれんそ
う／はるみオレンジ

ぎゅうにゅう
19

／ ／
脂　質 21.4

◆すのーぼーる たんぱく質 23.2

ｇ
火 土

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 24.0 ｇ

ｇ脂　質 20.8

21
たんぱく質 22.8 ｇ ◆あめりかんどっく

／
脂　質 21.7 ｇ

22.3

うどん(ゆで)／薄力粉
／かたくり粉／サラダ
油／無塩バター／グラ
ニュー糖／ジャム

油揚げ／豚小間／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏若鶏肉胸(皮なし)／
たまご／かに風味かま
ぼこ／牛乳

◆すこーん

ｇ

ｇ

24.9 ｇ

栄  養  価

ｇ

24.3 ｇ

たんぱく質

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／ほう
れんそう／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

21.9 ｇ脂　質

たんぱく質

たんぱく質 22.7 ｇ

脂　質 21.7 ｇ

たんぱく質 24.7 ｇ

ｇ

ｇ

たんぱく質 22.9 ｇ

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

干し椎茸／だいこん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／玉
葱／にんにく(りん茎)
／きゅうり／にんじん
／キャベツ／デコポン

ぎゅうにゅう

味を感じる感覚である味覚の基本は5つの味で

構成されています。

そのうち「甘味」「塩味」「うま味」は栄養

の摂取のために、「酸味」や「苦味」は腐敗

や毒物に注意するために

必要なものと

いわれています。

いろいろな食べものや

料理の味を

確かめてみましょう。

体調が悪く、食欲がないときは無理に食事をと

る必要はありません。すりおろしたりんごなど、

のどごしのいいものなら食べられる場合もある

でしょう。

食事がとれなくても、

適度な水分補給は

必要です。

食欲が出てきたら、

おかゆなど

消化のよい食事から

再開しましょう。

５つの味を知っていますか？ 体調が悪く食欲がないとき


