
令和4年　　1月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第三保育園 令和4年　　1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
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 604 kcal はやしらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 617 kcal
すましじる やさいすーぷ
まつかぜやき だいこんかにかまさらだ
やさいのいそあえ ばなな
みかん

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
ごこくまいごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 607 kcal しょくぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 607 kcal
みそしる くりーむしちゅー
さといものにくじゃが すぱにっしゅおむれつ
やさいとささみのごまあえ もやしとはむのさらだ
りんご はっさく

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 604 kcal きのこごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 609 kcal
とうふのまさごあげ みそしる
こまつなにんじんのなむる ぶりのばたーしょうゆやき
ばなな きりぼしだいこんのさらだ

りんご
食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

ちーずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal えびぴらふ ｴﾈﾙｷﾞｰ 625 kcal
くらむちゃうだー こーんぽたーじゅ
ぽーくけちゃっぷ とりのからあげ
まかろにさらだ すぱげてぃーさらだ
ぜりー いちご

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
ちゅうかどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 613 kcal ひじきごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal
かきたまじる みそしる
ぶろっこりーのさらだ にくだんごのあまからに
ばなな やさいのおかかあえ

ぽんかん
食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ

ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 617 kcal もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal
とんじる ぷりぷりえびはるまき
かじきまぐろのからあげ ぶろっこりーのさらだ
しらあえ りんご
ぽんかん

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ
もちむぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 619 kcal えびのあんかけちゃーはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal
わかめとたまごのすーぷ ぶたにくとはくさいすーぷ
ちーずだっかるび きゃべつかにかまさらだ
はるさめさらだ ばなな
ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
しょうゆらーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 604 kcal きびごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 602 kcal
えびしゅうまい はくさいのすーぷ
もやしのごまあえ みそかつ
ばなな きゃべつのりさらだ

ぐれーぷふるーつ
食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ

べーぐる ｴﾈﾙｷﾞｰ 602 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 608 kcal タンパク質 23.7 g
はくさいしちゅー 21.0 g 食塩相当量 2.0 g
しろみざかなのふらい
やさいののおかかあえ 今月の地場産物：卵・ねぎ・さつまいも・きゃべつ・さといも・にんじん
ぜりー

食塩相当量 2.0 ｇ
すぱげてぃーなぽりたん ｴﾈﾙｷﾞｰ 603 kcal
ぎゅうにゅう
こーんさらだ
ばなな

食塩相当量 1.5 ｇ
きゃろぶぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 607 kcal
ぽとふ
よーじき
やさいのまよさらだ
みかん

食塩相当量 2.2 ｇ
なっとうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 603 kcal
みそしる
ちくぜんに
ほうれんそうのごまあえ
いよかん

食塩相当量 2.4 ｇ
いそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 604 kcal
ちくわのいそべあげ
こまつなとつなあえもの
ばなな

食塩相当量 2.4 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 602 kcal
やさいとべーこんのすーぷ
たんどりーちきん
ぶろっこりーのさらだ
しらぬい

食塩相当量 2.2 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 607 kcal
みそしる
たらのからあげやさいあん
ほうれんそうのつなあえ
ぜりー

食塩相当量 1.9 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 608 kcal タンパク質 23.7 g

21.0 g 食塩相当量 2.0 g
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

金

／
脂　質 21.3

◆あっぷるけーき たんぱく質 22.6 ｇ

ｇ

21
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
ゼリー／グラニュー糖
／無塩バター／薄力粉
／アーモンドプードル
(乾）

わかめご飯の素／油揚
げ／かたくちいわし
(煮干し)／たら／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)
／かつお加工品(削り
節)／牛乳／たまご

キャベツ／ぶなしめじ
／みずな／にんじん／
玉葱／ほうれんそう／
りょくとうもやし／り
んご／ポッカ１００レ
モン

ぎゅうにゅう

ｇ

ｇ

20
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／薄力粉
／サラダ油／かたくり
粉

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／ヨーグル
ト(全脂無糖)／かに風
味かまぼこ／牛乳／豚
ひき肉

キャベツ／にんじん／
玉葱／にんにく(りん
茎)／ブロッコリー／
きゅうり／しらぬひ
(砂じょう、生)／干し
椎茸／ねぎ／たけのこ
(ゆで)／しょうが

ぎゅうにゅう

水

木

／
脂　質 20.3

◆にくまん たんぱく質 24.0

／
脂　質 20.1

◆いなりずし たんぱく質 23.0 ｇ

ｇ

19
うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／ごま(い
り）／水稲穀粒(精白
米)／三温糖／白ごま
(いり）

豚小間／なると／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／あ
おのり／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／油揚
げ

にんじん／玉葱／こま
つな／きゅうり／バナ
ナ

◆むぎちゃ

ｇ

ｇ

18
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／サラダ油
／三温糖／黒ごま（す
り）／サンドイッチ用
食パン／とうもろこし
缶詰(ｸﾘｰﾑ)

糸引納豆／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏小間／牛乳／ベーコ
ン／ピザ用チーズ

だいこん／にんじん／
たけのこ(ゆで)／れん
こん／生しいたけ(菌
床栽培、生)／ほうれ
んそう／えのきたけ／
いよかん／ミニトマト

ぎゅうにゅう

月

火

／
脂　質 21.8

◆すいーとこーんぴざ たんぱく質 24.7

／
脂　質 22.9

◆そばめし たんぱく質 24.1 ｇ

ｇ

17
キャロブパン／水稲穀
粒(精白米)／中華めん
(ゆで)／ごま油

ウィンナー／豚ひき肉
／牛乳／ロースハム／
豚ばら(脂身付)／あお
のり／かつお加工品
(削り節)

かぶ／にんじん／玉葱
／セロリー／ぶなしめ
じ／パセリ／トマト缶
詰(ホール）／ブロッ
コリー／きゅうり／
りょくとうもやし／温
州蜜柑(普通､生)／

◆むぎちゃ

ｇ

ｇ

15
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(低糖度)

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

金

土

／
脂　質 21.9

◆じゃむさんど たんぱく質 22.7

／
脂　質 17.5

◆ひじきおにぎり たんぱく質 24.3 ｇ

ｇ

14
ベーグル／じゃがいも
／サラダ油／薄力粉／
有塩バター／パン粉
(乾燥)／ごま油／ゼ
リー／水稲穀粒(精白
米)／三温糖

鶏小間／牛乳／さわら
／たまご／かつお加工
品(削り節)／干ひじき
(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／油揚
げ

玉葱／にんじん／ぶな
しめじ／はくさい／ブ
ロッコリー／きゅうり
／キャベツ

◆むぎちゃ

たんぱく質 24.2 ｇ ◆あっぷるぱい

ｇ

13
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
ごま油／しゅうまいの
皮／三温糖／かたくり
粉／白ごま(いり）／
薄力粉／有塩バター

たまご／なると／むき
海老／豚ひき肉／焼き
竹輪／牛乳／切れてる
チーズ

チンゲンツァイ／干し
椎茸／玉葱／たけのこ
(ゆで)／しょうが／ﾌﾞ
ﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／にん
じん／バナナ／ほうれ
んそう

ぎゅうにゅう
31

◆ふるーつさんど たんぱく質 22.8 ｇ ◆けーくされ

ｇ

12
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(米粒麦）／か
たくり粉／ごま油／さ
つまいも／三温糖／普
通はるさめ(乾)／サン
ドイッチ用食パン／グ
ラニュー糖

たまご／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／鶏小間
／ピザ用チーズ／ロー
スハム／牛乳／ﾎｲｯﾌﾟｸ
ﾘｰﾑ(植物性脂肪)

葉ねぎ／キャベツ／に
んじん／玉葱／にんに
く(りん茎)／しょうが
／きゅうり／グレープ
フルーツ／温州蜜柑缶
詰(果肉)

ぎゅうにゅう
29

たんぱく質 23.9 ｇ
／ ／

脂　質 20.0

水稲穀粒(精白米)／き
び(精白粒）／薄力粉
／パン粉(乾燥)／サラ
ダ油／三温糖／白ごま
（すり）／ごま油／グ
ラニュー糖／パイ皮

ベーコン／豚ひれ／た
まご／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／きざみの
り／牛乳

脂　質 22.4 ｇ
木 月

はくさい／にんじん／
切りみつば／しょうが
／にんにく(りん茎)／
キャベツ／きゅうり／
グレープフルーツ／り
んご

ぎゅうにゅう
◆ほうれんそうむしぱん

◆ちゃまんじゅう たんぱく質 24.8 ｇ ◆ばななまふぃん

ｇ

11
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／かたくり
粉／三温糖／サラダ油
／糸こんにゃく／白ご
ま（すり）／薄力粉／
黒砂糖

豚小間／めかじき／干
ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)
／絞り豆腐／牛乳／あ
ずき(乾）

だいこん／にんじん／
ねぎ／ごぼう／ほうれ
んそう／ぽんかん

ぎゅうにゅう
28

たんぱく質 24.5 ｇ
／ ／

脂　質 22.4

水稲穀粒(精白米)／サ
ラダ油／ごま油／かた
くり粉／白ごま（す
り）／マヨドレ／薄力
粉／三温糖

たまご／むき海老／豚
小間／かに風味かまぼ
こ／牛乳／パルメザン
チーズ／ベーコン

脂　質 22.3 ｇ
水 土

ねぎ／玉葱／干し椎茸
／チンゲンツァイ／
しょうが／にんにく
(りん茎)／にんじん／
はくさい／キャベツ／
きゅうり／バナナ／ほ
うれんそう／ミニトマ

ぎゅうにゅう

◆ましゅまろおこし たんぱく質 22.8 ｇ ◆おーとみーるくっきー

ｇ

8
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／マ
シュマロ／有塩バター
／コーンフレーク

豚小間／むき海老／た
まご／しらす干し(微
乾燥品)／かに風味か
まぼこ／牛乳

はくさい／玉葱／にん
じん／たけのこ(ゆで)
／切りみつば／ブロッ
コリー／きゅうり／バ
ナナ

ぎゅうにゅう
27

たんぱく質 24.7 ｇ
／ ／

脂　質 15.8

中華めん(ゆで)／ごま
油／かたくり粉／春巻
きの皮／じゃがいも／
サラダ油／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／三温糖
／薄力粉／グラニュー
糖

豚小間／むき海老／は
んぺん／牛乳／たまご

脂　質 21.7 ｇ
火 金

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
んじん／チンゲンツァ
イ／わけぎ／ブロッコ
リー／きゅうり／りん
ご／バナナ／ポッカ１
００レモン

ぎゅうにゅう

23.4 ｇ ◆てづくりけーき

ｇ

7
チーズパン／じゃがい
も／薄力粉／有塩バ
ター／マカロニ／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
ゼリー／水稲穀粒(精
白米)

あさり(水煮)／牛乳／
豚肩ロース(脂身付)／
かに風味かまぼこ／鶏
若鶏肉胸(皮なし)

玉葱／にんじん／パセ
リ／にんにく(りん茎)
／きゅうり／せり／な
ずな／だいこん／かぶ

◆むぎちゃ
26

たんぱく質 23.2 ｇ
／ ／

脂　質 21.6

水稲穀粒(精白米)／三
温糖／パン粉(乾燥)／
かたくり粉／オート
ミール／薄力粉／無塩
バター

干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／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)／豚ひ
き肉／牛乳／たまご／
かつお加工品(かつお

脂　質 23.1 ｇ
土 木

にんじん／ねぎ／玉葱
／しょうが／ほうれん
そう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／きゅうり／ぽんか
ん

ぎゅうにゅう

ｇ
／ ／

脂　質 18.4

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)／か
たくり粉／サラダ油／
スパゲッティ／薄力粉
／グラニュー糖

むき海老／牛乳／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／か
に風味かまぼこ／たま
ご／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂
肪) 脂　質 22.0 ｇ

金 水

玉葱／グリンピース
(冷凍)／パセリ／きゅ
うり／にんじん／いち
ご

ぎゅうにゅう
◆ななくさがゆ たんぱく質

ｇ

5
水稲穀粒(精白米)／五
穀米の素／さといも／
三温糖／黒ごま(い
り）／薄力粉／グラ
ニュー糖／無塩バター

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／豚小間／
鶏若鶏肉ささ身／牛乳
／たまご

はくさい／玉葱／にん
じん／キャベツ／きゅ
うり／りんご

ぎゅうにゅう
24

たんぱく質 24.7

脂　質 20.8
木 火

ほんしめじ／干し椎茸
／にんじん／かぶ／ね
ぎ／切干しだいこん／
きゅうり／りんご

ぎゅうにゅう
◆めろんぱんとーすと たんぱく質 23.6 ｇ たんぱく質 23.3 ｇ

／ ／
脂　質 23.1

水稲穀粒(精白米)／三
温糖／薄力粉／有塩バ
ター／白ごま(いり）
／プチパン／サラダ油
／グラニュー糖

油揚げ／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)／ぶり／か
に風味かまぼこ／牛乳 ｇ

◆あげぱん

ｇ

6
うどん(ゆで)／かたく
り粉／サラダ油／ごま
油／白ごま(いり）／
食パン(8枚切り)／グ
ラニュー糖／有塩バ
ター／強力粉(１等)

豚小間／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／牛乳

にんじん／玉葱／だい
こん／こまつな／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／バナナ
／レモン(果汁､生)

ぎゅうにゅう
25

21.8 ｇ
火 土

／ ／
脂　質 17.7

水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／白ごま
（すり）／食パン(6枚
切り）／三温糖／有塩
バター／粉糖

豚小間／かに風味かま
ぼこ／牛乳／たまご

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／キャ
ベツ／だいこん／きゅ
うり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆がね たんぱく質 23.9

24.5 ｇ
／ ／

脂　質 22.3

食パン(8枚切り)／
ジャム／薄力粉／有塩
バター／じゃがいも／
白ごま(いり）／ごま
油／三温糖／水稲穀粒
(精白米)

豚小間／牛乳／たまご
／ベーコン／ロースハ
ム／鶏小間／きざみの
り

脂　質 22.7 ｇ
水 月

日本かぼちゃ／玉葱／
にんじん／パセリ／ほ
うれんそう／りょくと
うもやし／きゅうり／
はっさく／ごぼう

◆むぎちゃ
◆かとるかーる

◆ふれんちとーすと

ｇ

4
水稲穀粒(精白米)／て
まり麩／パン粉(乾燥)
／三温糖／白ごま(い
り）／さつまいも／薄
力粉／もち米粉／サラ
ダ油

わかめご飯の素／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏若鶏肉ひき肉／たま
ご／牛乳／あおのり／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／きざみのり

ねぎ／糸みつば／玉葱
／ほうれんそう／にん
じん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／温州蜜柑(普通､
生)／にら

ぎゅうにゅう
22

たんぱく質

脂　質

たんぱく質 22.6 ｇ ◆とりめしおにぎり

たんぱく質 22.7 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月７日は人日（じんじつ）の節句といって

七草がゆを食べる習わしがあります。春の七

草であるセリ・ナズナ・ゴギョウ・ハコベ

ラ・ホトケノザ・スズナ（かぶ）・スズシロ

（大根）を用いて、

塩で味つけをします。

温かいおかゆを食べ

て1年の無病息災を

願いましょう

胃腸にやさしい七草がゆ

真ん中の部分はやわらかく

てみずみずしいのでおでん

などに適しています。根の

先のほうは辛味が強く、薬

味のおろしに向いています。

大 根

日本では古くから、春の七草「スズシロ」として親

しまれてきました。葉に近い部分はかたくて水分が

少ないのでサラダや炒めものに、



令和4年　　1月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園 令和4年　　1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 514 kcal ハヤシライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal
すまし汁（葱・てまり麩） 野菜スープ
松風焼き 大根とカニカマサラダ
野菜の磯和え 果物(バナナ)
果物(みかん)

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
五穀米ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 522 kcal 食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal
味噌汁(はくさい･わかめ) 南瓜のクリームシチュー
さといもの肉じゃが風 スパニッシュオムレツ
野菜とささみのごま和え もやしとハムのサラダ
果物(りんご) 果物(はっさく)

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
カレーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal きのこご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal
豆腐のまさご揚げ 味噌汁(かぶ・わかめ)
小松菜と人参のナムル 鰤のバター醤油焼き
果物(バナナ) 切干大根のサラダ

果物(りんご)
食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

チーズパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 525 kcal 海老ピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal
クラムチャウダー コーンポタージュ
ポークケチャップ 鶏の唐揚げ
マカロニサラダ スパゲティーサラダ
ゼリー 果物(苺)

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal
かきたま汁 味噌汁(豆腐･葱)
ブロッコリーのサラダ 肉団子の甘辛煮
果物(バナナ) 野菜のおかか和え

果物(ぽんかん）
食塩相当量 1.3 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ

ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 529 kcal
豚汁 プリプリエビ春巻き
カジキマグロのから揚げ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとｺｰﾝのサラダ
白和え 果物(りんご)
果物(ぽんかん）

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
もち麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal えびのあんかけチャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal
わかめと卵のスープ 豚肉と白菜のスープ
チーズダッカルビ キャベツカニカマサラダ
春雨サラダ 果物(バナナ)
果物（グレープフルーツ）

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
醤油ラーメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal きびご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal
えび焼売 白菜とベーコンのスープ
もやしの胡麻和え みそかつ
果物(バナナ) きゃべつ海苔サラダ

果物（グレープフルーツ）
食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ

ベーグル ｴﾈﾙｷﾞｰ 525 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 519 kcal タンパク質 19.7 g
白菜のシチュー 18.3 g 食塩相当量 1.7 g
白身魚のフライ
野菜のおかかあえ 今月の地場産物：卵・ねぎ・さつまいも・きゃべつ・さといも・にんじん
ゼリー

食塩相当量 1.6 ｇ
スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 528 kcal
牛乳
コーンサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.3 ｇ
キャロブパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal
ポトフ
ヨージキ（ロシア風肉団子
野菜のマヨサラダ
果物(みかん)

食塩相当量 2.0 ｇ
納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 510 kcal
味噌汁（大根・わかめ）
筑前煮
ほうれん草の胡麻和え
果物(いよかん)

食塩相当量 1.8 ｇ
磯うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 528 kcal
竹輪の磯辺揚げ
小松菜とツナの和え物
果物(バナナ)

食塩相当量 2.1 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal
野菜とベーコンのスープ
タンドリーチキン
ブロッコリーのサラダ
果物(しらぬい）

食塩相当量 2.2 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 526 kcal
味噌汁(きゃべつ･油揚げ)
たらのから揚げ野菜あん
ほうれん草のツナ和え
ゼリー

食塩相当量 1.7 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 519 kcal タンパク質 19.7 g

18.3 g 食塩相当量 1.7 g

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

31
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／きび
(精白粒）／薄力粉／
パン粉(乾燥)／サラダ
油／白ごま（すり）／
ごま油／グラニュー糖
／パイ皮

牛乳／きな粉(大豆）
／ベーコン／豚ひれ／
たまご／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／きざ
みのり

はくさい／にんじん／
切りみつば／しょうが
／にんにく(りん茎)／
キャベツ／きゅうり／
グレープフルーツ／り
んご

牛乳
◆アップルパイ たんぱく質 18.7 ｇ

／
脂　質 19.5 ｇ

月 牛乳
◆マカロニきな粉

29
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／サラ
ダ油／ごま油／かたく
り粉／白ごま（すり）
／マヨドレ／薄力粉／
三温糖

牛乳／たまご／むき海
老／豚小間／かに風味
かまぼこ／パルメザン
チーズ／ベーコン

ねぎ／玉葱／干し椎茸
／チンゲンツァイ／
しょうが／にんにく
(りん茎)／にんじん／
はくさい／キャベツ／
きゅうり／バナナ／ほ
うれんそう／ミニトマ

牛乳
◆ケークサレ たんぱく質 20.2 ｇ

／
脂　質 19.4 ｇ

土 牛乳
クラッカー

28
スティックパン／中華
めん(ゆで)／ごま油／
かたくり粉／春巻きの
皮／じゃがいも／サラ
ダ油／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／三温糖／薄
力粉／グラニュー糖

牛乳／豚小間／むき海
老／はんぺん／たまご

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
んじん／チンゲンツァ
イ／わけぎ／ブロッコ
リー／きゅうり／りん
ご／バナナ／ポッカ１
００レモン

牛乳
◆バナナマフィン たんぱく質 21.5 ｇ

／
脂　質 19.7 ｇ

金 牛乳
スティックパン

27
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／パ
ン粉(乾燥)／かたくり
粉／オートミール／薄
力粉／無塩バター

牛乳／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／油揚げ／絹
ごし豆腐／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／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)

にんじん／ねぎ／玉葱
／しょうが／ほうれん
そう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／きゅうり／ぽんか
ん

牛乳
◆オートミールクッキー たんぱく質 20.1 ｇ

／
脂　質 20.7 ｇ

木 牛乳
ウエハース

26
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)／かたくり粉
／サラダ油／スパゲッ
ティ／薄力粉／グラ

むき海老／牛乳／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／か
に風味かまぼこ／たま
ご／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂
肪)

玉葱／グリンピース
(冷凍)／パセリ／きゅ
うり／にんじん／いち
ご

牛乳
◆手作りケーキ たんぱく質 18.9 ｇ

／
脂　質 15.3 ｇ

水 麦茶
塩せんべい

25
★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／薄力粉／有塩バ
ター／白ごま(いり）
／プチパン／サラダ油
／グラニュー糖

牛乳／油揚げ／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)／ぶり
／かに風味かまぼこ

ほんしめじ／干し椎茸
／にんじん／かぶ／ね
ぎ／切干しだいこん／
きゅうり／りんご

牛乳
◆揚げパン たんぱく質 18.9 ｇ

／
脂　質 18.2 ｇ

火 牛乳
ビスケット

24
食パン(8枚切り)／
ジャム／薄力粉／有塩
バター／じゃがいも／
白ごま(いり）／ごま
油／三温糖／水稲穀粒
(精白米)

豚小間／牛乳／たまご
／ベーコン／ロースハ
ム／鶏小間／きざみの
り

バナナ／日本かぼちゃ
／玉葱／にんじん／パ
セリ／ほうれんそう／
りょくとうもやし／
きゅうり／はっさく／
ごぼう

◆麦茶
◆鶏飯おにぎり たんぱく質 19.7 ｇ

／
脂　質 17.9 ｇ

月 麦茶
果物(バナナ)

22
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／じゃ
がいも／白ごま（す
り）／食パン(6枚切
り）／三温糖／有塩バ
ター／粉糖

牛乳／豚小間／かに風
味かまぼこ／たまご

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／キャ
ベツ／だいこん／きゅ
うり／バナナ

牛乳
◆フレンチトースト たんぱく質 20.0 ｇ

／
脂　質 19.2 ｇ

土 牛乳
クラッカー

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

たんぱく質 19.8 ｇ
／

脂　質 14.2 ｇ
火

4
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／てまり麩／
パン粉(乾燥)／三温糖
／白ごま(いり）／さ
つまいも／薄力粉／も
ち米粉／サラダ油

わかめご飯の素／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏若鶏肉ひき肉／たま
ご／牛乳／あおのり／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／きざみのり

ねぎ／糸みつば／玉葱
／ほうれんそう／にん
じん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／温州蜜柑(普通､
生)／にら

牛乳
◆がね(さつま芋かきあげ

麦茶
塩せんべい

たんぱく質 19.8 ｇ
／

脂　質 19.6 ｇ
水

5
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／五穀米の素
／さといも／三温糖／
黒ごま(いり）／薄力
粉／グラニュー糖／無
塩バター

牛乳／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／かたくち
いわし(煮干し)／豚小
間／鶏若鶏肉ささ身／
たまご

はくさい／玉葱／にん
じん／キャベツ／きゅ
うり／りんご

牛乳
◆カトルカール

牛乳
ウエハース

たんぱく質 20.6 ｇ
／

脂　質 20.1 ｇ
木

6
★ハードビスケット／
うどん(ゆで)／かたく
り粉／サラダ油／ごま
油／白ごま(いり）／
食パン(8枚切り)／グ
ラニュー糖／有塩バ
ター／強力粉(１等)

牛乳／豚小間／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

にんじん／玉葱／だい
こん／こまつな／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／バナナ
／レモン(果汁､生)

牛乳
◆メロンパントースト

牛乳
ビスケット

たんぱく質 20.1 ｇ
／

脂　質 19.8 ｇ
金

7
中華風クッキ－／チー
ズパン／じゃがいも／
薄力粉／有塩バター／
マカロニ／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／ゼリー
／水稲穀粒(精白米)

牛乳／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／豚肩ロー
ス(脂身付)／かに風味
かまぼこ／鶏若鶏肉胸
(皮なし)

玉葱／にんじん／パセ
リ／にんにく(りん茎)
／きゅうり／せり／な
ずな／だいこん／かぶ

◆麦茶
◆七草粥

牛乳
クッキー

たんぱく質 19.8 ｇ
／

脂　質 18.8 ｇ
土

8
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／ごま
油／かたくり粉／マ
シュマロ／有塩バター
／コーンフレーク

牛乳／豚小間／むき海
老／たまご／しらす干
し(微乾燥品)／かに風
味かまぼこ

はくさい／玉葱／にん
じん／たけのこ(ゆで)
／切りみつば／ブロッ
コリー／きゅうり／バ
ナナ

牛乳
◆マシュマロおこし

牛乳
クラッカー

たんぱく質 19.8 ｇ
／

脂　質 14.0 ｇ
火

11
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／じゃ
がいも／かたくり粉／
サラダ油／糸こんにゃ
く／白ごま（すり）／
薄力粉／黒砂糖

牛乳／きな粉(大豆）
／豚小間／めかじき／
干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／絞り豆腐／あず
き(乾）

だいこん／にんじん／
ねぎ／ごぼう／ほうれ
んそう／ぽんかん

牛乳
◆茶まんじゅう

牛乳
◆マカロニきな粉

たんぱく質 18.2 ｇ
／

脂　質 17.6 ｇ
水

12
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／おおむぎ
(米粒麦）／かたくり
粉／ごま油／さつまい
も／三温糖／普通はる
さめ(乾)／サンドイッ
チ用食パン／グラ

たまご／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／鶏小間
／ピザ用チーズ／ロー
スハム／牛乳／ﾎｲｯﾌﾟｸ
ﾘｰﾑ(植物性脂肪)

葉ねぎ／キャベツ／に
んじん／玉葱／にんに
く(りん茎)／しょうが
／きゅうり／グレープ
フルーツ／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 20.5 ｇ
／

脂　質 19.8 ｇ
木

13
中華風クッキ－／中華
めん(ゆで)／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／ごま
油／しゅうまいの皮／
三温糖／かたくり粉／
白ごま(いり）／薄力
粉／有塩バター

牛乳／たまご／なると
／むき海老／豚ひき肉
／焼き竹輪／切れてる
チーズ

チンゲンツァイ／干し
椎茸／玉葱／たけのこ
(ゆで)／しょうが／ﾌﾞ
ﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／にん
じん／バナナ／ほうれ
んそう

牛乳
◆ほうれん草蒸しパン

牛乳
クッキー

たんぱく質 19.1 ｇ
／

脂　質 15.3 ｇ
金

14
コーンフレーク／ベー
グル／じゃがいも／サ
ラダ油／薄力粉／有塩
バター／パン粉(乾燥)
／ごま油／ゼリー／水
稲穀粒(精白米)／三温
糖

牛乳／鶏小間／さわら
／たまご／かつお加工
品(削り節)／干ひじき
(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／油揚
げ

玉葱／にんじん／ぶな
しめじ／はくさい／ブ
ロッコリー／きゅうり
／キャベツ

◆麦茶
◆ひじきおにぎり

牛乳
コーンフレーク

たんぱく質 18.9 ｇ
／

脂　質 18.6 ｇ
土

15
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(低糖度)

ベーコン／牛乳／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ濃縮還元
ｼﾞｭｰｽ／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

オレンジジュース
クラッカー

たんぱく質 20.7 ｇ
／

脂　質 21.4 ｇ
月

17
ウエハース／キャロブ
パン／水稲穀粒(精白
米)／中華めん(ゆで)
／ごま油

牛乳／ウィンナー／豚
ひき肉／ロースハム／
豚ばら(脂身付)／あお
のり／かつお加工品
(削り節)

かぶ／にんじん／玉葱
／セロリー／ぶなしめ
じ／パセリ／トマト缶
詰(ホール）／ブロッ
コリー／きゅうり／
りょくとうもやし／温
州蜜柑(普通､生)／

◆麦茶
◆そばめし

牛乳
ウエハース

たんぱく質 19.4 ｇ
／

脂　質 17.6 ｇ
火

18
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／サラダ油
／三温糖／黒ごま（す
り）／サンドイッチ用
食パン／とうもろこし
缶詰(ｸﾘｰﾑ)

糸引納豆／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏小間／牛乳／ベーコ
ン／ピザ用チーズ

バナナ／だいこん／に
んじん／たけのこ(ゆ
で)／れんこん／生し
いたけ(菌床栽培、生)
／ほうれんそう／えの
きたけ／いよかん／ミ
ニトマト

牛乳
◆スイートコーンピザ

麦茶
果物(バナナ)

たんぱく質 20.0 ｇ
／

脂　質 18.2 ｇ
水

19
★ハードビスケット／
うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／ごま(い
り）／水稲穀粒(精白
米)／三温糖／白ごま
(いり）

牛乳／豚小間／なると
／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／あおのり／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
油揚げ

にんじん／玉葱／こま
つな／きゅうり／バナ
ナ

◆麦茶
◆いなり寿司

牛乳
ビスケット

たんぱく質 20.0 ｇ
／

脂　質 17.5 ｇ
木

20
スティックパン／水稲
穀粒(精白米)／三温糖
／ごま油／薄力粉／サ
ラダ油／かたくり粉

牛乳／ベーコン／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／
ヨーグルト(全脂無糖)
／かに風味かまぼこ／
豚ひき肉

キャベツ／にんじん／
玉葱／にんにく(りん
茎)／ブロッコリー／
きゅうり／しらぬひ
(砂じょう、生)／干し
椎茸／ねぎ／たけのこ
(ゆで)／しょうが

牛乳
◆肉まん

牛乳
スティックパン

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 19.1 ｇ
／

脂　質 19.0 ｇ
金

21
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／かた
くり粉／サラダ油／ゼ
リー／グラニュー糖／
無塩バター／薄力粉／
アーモンドプードル
(乾）

牛乳／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)／たら／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)
／かつお加工品(削り
節)／たまご

キャベツ／ぶなしめじ
／みずな／にんじん／
玉葱／ほうれんそう／
りょくとうもやし／り
んご／ポッカ１００レ
モン

牛乳
◆アップルケーキ

牛乳
◆マカロニきな粉

養殖もされているので通年出回っていますが、天然

ものはたっぷり脂がのった１２月から２月が旬で、

「寒ブリ」として人気があります。

照り焼きやブリ大根といっ

た料理もおいしいですが、

しゃぶしゃぶにするとほど

よく脂が落ち、さっぱりし

て食べやすくなります。

ブ リ

～今月の献立より～

がね･･･南九州(鹿児島・宮崎)の郷土料理。

特産物のさつま芋を細切りにした天ぷらです。

揚げた姿が蟹に似ているのでこの地方の方言

で『がね＝蟹』と呼ばれています。お正月や

人の集まる場で振る舞われ

親しまれています。

ヨージキ･･･ロシア風のミートボール。

『ヨージキ』はロシア語で『ハリネズミ』

表面にお米のつぶがツンツン出てハリネズミ

のように見える料理です


