
令和4年　　3月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園 令和4年　　3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
サンマーメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 539 kcal 豚汁うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 538 kcal
春巻き 野菜つくね
白菜のりサラダ 花野菜サラダ
果物(はっさく) 果物(バナナ)

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
胡麻ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 537 kcal 豚丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal
もやしと若布のスープ チキンときのこのスープ
鮭の味噌バター煮 ツナサラダ
ひじきのサラダ 果物(バナナ)
ゼリー

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
ケーキ寿司 ｴﾈﾙｷﾞｰ 540 kcal メロンパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 559 kcal
すまし汁（菜花・はんぺん ミネストローネスープ
手作りナゲット マカロニグラタン
春キャベツの和マヨあえ ささみと大根のサラダ
果物(苺) 果物(甘夏)

食塩相当量 1.3 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal ウィンナーピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 539 kcal
味噌汁（さつま芋・玉葱） 野菜スープ
高野豆腐の煮物 鯵フライ
五色サラダ 野菜とハムのサラダ
果物(デコポン） 果物(苺)

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
ドリア風ライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 538 kcal わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 529 kcal
キャベツスープ 味噌汁（玉葱・もやし）
ﾂﾅとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのサラダ 名古屋チキン
果物(バナナ) 野菜の塩昆布あえ

果物(しらぬい）
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ

カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal タンメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 529 kcal
キャベツスープ 焼き餃子
ブロッコリーソテー きゅうりと人参のナムル
いかサラダ 果物(バナナ)
果物(ネーブル)

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
きんぎょめし ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 537 kcal
味噌汁(豆腐･わかめ) 牛乳
鰆の照り焼き ブロッコリーのサラダ
切干大根のサラダ 果物(バナナ)
果物(しらぬい）

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ
チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal 食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 538 kcal
野菜スープ グリーンシチュー
えびフライ スパニッシュオムレツ
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとｺｰﾝのサラダ りんごとキャベツのサラダ
果物(甘夏) ゼリー

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
バーガーパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 523 kcal 納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal
マカロニスープ 味噌汁（大根・油揚げ）
チーズハンバーグ 豆腐のまさご揚げ
コールスローサラダ 野菜の海苔和え
果物(バナナ) 果物(しらぬい）

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
わかめと胡麻のごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal 山菜おこわ ｴﾈﾙｷﾞｰ 537 kcal
味噌汁（大根・玉葱） すまし汁（葱・花麩）
鶏の塩こんぶ唐揚げ 松風焼き
春雨サラダ もやしのナムル
果物(セミノール） 果物(ネーブル)

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
麻婆丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal カレーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal
わかめとなるとのスープ チキンフレーク揚げ
野菜の和風ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え 小松菜と人参のナムル
果物(バナナ) 果物(バナナ)

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 534 kcal タンパク質 20.5 g
味噌汁（大根・わかめ） 18.6 g 食塩相当量 1.8 g
カジキの梅醤油漬け
野菜のおかか和え 今月の地場産物：たまご・さつまいも・にんじん・ごぼう
果物(セミノール）

食塩相当量 2.0 ｇ
レーズンパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal
ツナチャウダー
ミートボール
フレンチサラダ
果物(甘夏)

食塩相当量 2.0 ｇ
かやくご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 522 kcal
味噌汁(じゃが芋）
ねぎ巻きカツ
野菜のナムル
果物(しらぬい）

食塩相当量 1.7 ｇ
もち麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 531 kcal
椎茸と春雨のスープ
豆腐の中華煮
ささみと野菜のサラダ
果物(はっさく)

食塩相当量 1.2 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 534 kcal タンパク質 20.5 g

18.6 g 食塩相当量 1.8 g

日
／
曜

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

牛乳
18

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 22.4 ｇ
／ ／

脂　質 20.4

うどん(ゆで)／じゃが
いも／糸こんにゃく／
かたくり粉／三温糖／
とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／もち米／水稲穀粒
(精白米)

十勝ヨーグルト／豚小
間／油揚げ／鶏若鶏肉
ひき肉／たまご／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)
／あずき(乾）

玉葱／にんじん／ねぎ
／青ピーマン／しょう
が／ブロッコリー／
キャベツ／カリフラ
ワー／バナナ

◆麦茶
◆五平餅 たんぱく質 20.0 ｇ ◆ぼたもち

ｇ

1
★ハードビスケット／
中華めん／ごま油／か
たくり粉／春巻きの皮
／サラダ油／三温糖／
白ごま(いり）／水稲
穀粒／白ごま（すり）

牛乳／豚小間／豚ひき
肉／かに風味かまぼこ
／きざみのり

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
んじん／にら／にんに
く(りん茎)／生しいた
け(菌床栽培、生)／た
けのこ(ゆで)／キャベ
ツ／はくさい／きゅう
り／はっさく 牛乳
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脂　質 14.4 ｇ
火 牛乳 金 ヨーグルト

ビスケット

たんぱく質 20.5 ｇ
／ ／

脂　質 17.5

ソーダクラッカー／水
稲穀粒／三温糖／かた
くり粉／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／ごま油／
食パン／有塩バター／
メープルシロップ

牛乳／豚小間／鶏小間
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)

玉葱／にんじん／えの
きたけ／干し椎茸／
キャベツ／きゅうり／
バナナ

牛乳
◆マーラーカオ たんぱく質 19.1 ｇ ◆メープルバターサンド

ｇ

2
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／白ごま(い
り）／ごま油／三温糖
／有塩バター／ゼリー
／黒砂糖／薄力粉／
ラード

牛乳／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／しろさけ
／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／かに風味かまぼ
こ／たまご

りょくとうもやし／葉
ねぎ／きゅうり／にん
じん／干しぶどう

◆カルピス
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脂　質 18.4 ｇ
水 牛乳 土 牛乳

塩せんべい クラッカー

たんぱく質 20.1 ｇ
／ ／

脂　質 16.5

ウエハース／メロンパ
ン／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／水
稲穀粒(精白米)／ごま
油

牛乳／ベーコン／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)
／ピザ用チーズ／鶏若
鶏肉ささ身／油揚げ／
焼き豚／たまご／なる
と

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／セロリー／トマ
ト缶詰(ホール）／パ
セリ／だいこん／きゅ
うり／なつみかん／ね
ぎ

◆麦茶
桜餅 たんぱく質 19.0 ｇ ◆チャーハン

ｇ

3
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／て
まり麩／薄力粉／サラ
ダ油／桜もち(関東風)

牛乳／たまご／わかめ
ご飯の素／たら加工品
(桜でんぶ)／かたくち
いわし(煮干し)／鶏若
鶏肉ひき肉／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／乳
酸菌飲料

菜の花／キャベツ／
きゅうり／にんじん／
いちご

牛乳
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脂　質 20.1 ｇ
木 牛乳 火 牛乳

ウエハース ウエハース

たんぱく質 19.6 ｇ
／ ／

脂　質 20.2

ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／有塩
バター／薄力粉／パン
粉(乾燥)／サラダ油／
三温糖／ごま油／グラ
ニュー糖／ゼリー

牛乳／ウィンナー／鯵
三枚おろし／たまご／
ロースハム／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰ
ﾑ(乳脂肪)／クリーム
チーズ

玉葱／パセリ／キャベ
ツ／にんじん／ブロッ
コリー／きゅうり／い
ちご／ネーブル

牛乳
◆アップルパイ たんぱく質 20.5 ｇ ◆手作りケーキ

ｇ

4
コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／三温糖
／さつまいも／普通は
るさめ(乾)／ごま油／
グラニュー糖／パイ皮

牛乳／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／油揚げ／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／かたくちいわし
(煮干し)／凍り豆腐／
鶏若鶏肉モモ(煮物
用）／プレスハム／た

にんじん／玉葱／干し
椎茸／たけのこ(ゆで)
／ごぼう／きゅうり／
デコポン／りんご

牛乳
24

脂　質 21.7 ｇ
金 牛乳 水 牛乳

コーンフレーク クラッカー

たんぱく質 20.0 ｇ
／ ／

脂　質 20.1

コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／三温糖
／薄力粉／白ごま(い
り）／ごま油／サラダ
油

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
肉モモ(皮付き)／塩昆
布／たまご／パルメザ
ンチーズ／ベーコン

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／しらぬひ
(砂じょう、生)／ほう
れんそう／ミニトマト

牛乳
◆ハムチーズトースト たんぱく質 20.3 ｇ ◆ケークサレ

ｇ

5
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
薄力粉／サラダ油／有
塩バター／三温糖／ご
ま油／食パン(市販
品）

牛乳／むき海老／ベー
コン／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／ロースハ
ム／ピザ用チーズ

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／ブロッコリー／
きゅうり／バナナ

牛乳
25

脂　質 19.4 ｇ
土 牛乳 木 牛乳

クラッカー コーンフレーク

たんぱく質 20.0 ｇ
／ ／

脂　質 17.6

塩せんべい／中華めん
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／ごま油／ぎょ
うざの皮／白ごま(い
り）／薄力粉／三温糖
／有塩バター／サラダ
油／グラニュー糖

豚小間／豚ひき肉／サ
ラダ竹輪／牛乳／おか
ら(新製法)／たまご／
豆乳（無調製）

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／チ
ンゲンツァイ／はくさ
い／にら／にんにく
(りん茎)／しょうが／
きゅうり／バナナ

牛乳
◆レアチーズケーキ たんぱく質 20.6 ｇ ◆おからドーナツ

ｇ

7
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／サラダ油
／三温糖／ごま油／グ
ラニュー糖／★ハード
ビスケット／ジャム

十勝ヨーグルト／豚小
間／いかくん製／牛乳
／ヨーグルト(全脂無
糖)／クリームチーズ
／クリーム(乳脂肪)／
ゼラチン

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／ブロッ
コリー／にんにく(り
ん茎)／きゅうり／セ
ロリー／ネーブル

牛乳
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脂　質 17.2 ｇ
月 ヨーグルト 金 麦茶

塩せんべい

たんぱく質 18.7 ｇ
／ ／

脂　質 16.7

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／プレ
スハム

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／ブ
ロッコリー／きゅうり
／バナナ

牛乳
◆揚げパン たんぱく質 21.0 ｇ ◆ジャムサンド

ｇ

8
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／プチパ
ン／サラダ油／グラ
ニュー糖

牛乳／焼き竹輪／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)／さ
わら／かに風味かまぼ
こ

バナナ／にんじん／ご
ぼう／葉ねぎ／しょう
が／切干しだいこん／
きゅうり／しらぬひ
(砂じょう、生)

◆麦茶
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脂　質 17.2 ｇ
火 牛乳 土 オレンジジュース

果物(バナナ) クラッカー

たんぱく質 19.8 ｇ
／ ／

脂　質 14.9

食パン(市販品）／
ジャム／じゃがいも／
薄力粉／有塩バター／
サラダ油／ゼリー／水
稲穀粒(精白米)／三温
糖

牛乳／豚小間／たまご
／ロースハム／干ひじ
き(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／油
揚げ

バナナ／玉葱／にんじ
ん／ほうれんそう／青
ピーマン／りんご／干
しぶどう／キャベツ／
きゅうり

◆麦茶
◆プリンパフェ たんぱく質 22.4 ｇ ◆ひじき稲荷

ｇ

9
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／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／プリ
ン／サブレ

鶏小間／たまご／ブ
ラックタイガー(養殖)
／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(植物性脂
肪)

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／キャ
ベツ／ブロッコリー／
きゅうり／なつみかん
／バナナ／いちご

牛乳
29

脂　質 19.6 ｇ
水 麦茶 月 牛乳

塩せんべい 果物(バナナ)

たんぱく質 21.7 ｇ
／ ／

脂　質 18.9

マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／かた
くり粉／サラダ油／薄
力粉／ごま油

牛乳／きな粉(大豆）
／挽きわり納豆／油揚
げ／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かたくちい
わし(煮干し)／絞り豆
腐／鶏若鶏肉ひき肉／
むき海老／ちりめん

だいこん／にんじん／
ほうれんそう／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
◆きび団子 たんぱく質 20.8 ｇ ◆肉まん

ｇ

10
コーンフレーク／白パ
ン／マカロニ(ﾌｧﾙﾌｧｯ
ﾚ)／パン粉(乾燥)／き
び(精白粒）／水稲穀
粒(精白米)／三温糖

牛乳／豚ひき肉／たま
ご／ピザ用チーズ／
ロースハム／きな粉
(大豆）

セロリー／にんじん／
玉葱／干し椎茸／キャ
ベツ／バナナ

牛乳
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脂　質 17.4 ｇ
木 牛乳 火 牛乳

コーンフレーク ◆マカロニきな粉

たんぱく質 21.3 ｇ
／ ／

脂　質 19.0

ウエハース／もち米／
水稲穀粒／日本ぐり
(甘露煮）／ごま油／
花麩／パン粉／三温糖
／白ごま(いり）／食
パン／とうもろこし缶
詰(ｸﾘｰﾑ)

牛乳／かたくちいわし
(煮干し)／鶏若鶏肉ひ
き肉／たまご／ベーコ
ン／ピザ用チーズ

にんじん／たけのこ
(ゆで)／干し椎茸／わ
らび(ゆで)／ねぎ／玉
葱／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／きゅうり／ネーブル
／ミニトマト

牛乳
◆あんかけ焼きそば たんぱく質 18.9 ｇ ◆スイートコーンピザ

ｇ

11
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／白ごま(い
り）／かたくり粉／サ
ラダ油／普通はるさめ
(乾)／蒸し中華めん／
ごま油／三温糖

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
肉モモ(皮付き)／塩昆
布／かに風味かまぼこ
／豚小間

だいこん／ポッカ１０
０レモン／きゅうり／
にんじん／セミノール
／はくさい／チンゲン
ツァイ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし

脂　質 18.8 ｇ
金 牛乳 水 牛乳

ウエハース ウエハース

21.7 ｇ ◆セサミビスコッティ

ｇ

12
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／かた
くり粉／ごま油／白ご
ま（すり）／食パン(6
枚切り）／三温糖／有
塩バター／粉糖

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
31

22.4 ｇ
土 牛乳 木 牛乳

クラッカー スティックパン

たんぱく質 23.7 ｇ
／ ／

脂　質 19.5

スティックパン／うど
ん／コーンフレーク／
サラダ油／ごま油／白
ごま(いり）／薄力粉
／強力粉(全粒粉)／無
塩バター／グラニュー
糖

牛乳／豚小間／鶏若鶏
肉ささ身／パルメザン
チーズ／たまご

にんじん／玉葱／ねぎ
／にんにく(りん茎)／
こまつな／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／バナナ

牛乳
◆フレンチトースト たんぱく質

ｇ

ｇ

14
★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／サラダ油／三温
糖／無塩バター／粉糖

牛乳／木綿豆腐／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／か
に風味かまぼこ／かつ
お加工品(かつお節)／
たまご

だいこん／梅干／キャ
ベツ／きゅうり／にん
じん／セミノール

牛乳

脂　質

月 牛乳
ビスケット

／
脂　質 22.1

◆手作りクッキー たんぱく質 20.1

／
脂　質 16.9

◆鶏飯おにぎり たんぱく質 20.4 ｇ

ｇ

15
コーンフレーク／ぶど
う食パンじゃがいも／
薄力粉／有塩バター／
パン粉／かたくり粉／
とうもろこし缶詰／サ
ラダ油／三温糖／水稲
穀粒

牛乳／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／豚ひき肉
／たまご／鶏小間／き
ざみのり

玉葱／にんじん／パセ
リ／グリンピース(冷
凍)／キャベツ／きゅ
うり／なつみかん／ご
ぼう

◆麦茶

ｇ

ｇ

16
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒／糸こんにゃく
／じゃがいも／薄力粉
／パン粉／サラダ油／
白ごま／ごま油／コッ
ペパン／グラニュー糖

牛乳／きな粉(大豆）
／油揚げ／きざみのり
／かたくちいわし(煮
干し)／豚ロース(脂身
付き)／たまご／ﾎｲｯﾌﾟ
ｸﾘｰﾑ(植物性脂肪)

ごぼう／にんじん／
キャベツ／玉葱／ほう
れんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／しらぬひ(砂
じょう、生)／いちご

牛乳

火 牛乳
コーンフレーク

水 牛乳
◆マカロニきな粉

／
脂　質 19.7

◆いちごクリームコッペ たんぱく質 20.4

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 18.2

◆りんごと紅茶のケーキ たんぱく質 21.1 ｇ

ｇ

17
ウエハース／水稲穀粒
／おおむぎ／普通はる
さめ／ごま油／かたく
り粉／白ごま／サラダ
油／三温糖／薄力粉／
グラニュー糖／有塩バ
ター

牛乳／木綿豆腐／豚小
間／むき海老／鶏若鶏
肉ささ身／たまご

生しいたけ(菌床栽
培、生)／ねぎ／たけ
のこ(ゆで)／にんじん
／干し椎茸／グリン
ピース(冷凍)／しょう
が／にんにく(りん茎)
／きゅうり／はっさく

牛乳

ブロッコリーと同じくアブラナ科の野

菜で、キャベツや白菜などの仲間です。

日持ちせず、白い部分が変色しやすい

ので、すぐに食べない場合は下ゆでし

て冷凍保存するのがおすすめです。グ

ラタンやシチューの具にすると、ホク

ホクしておいしいです。

カリフラワー～今月の献立より～

＊ケークサレ･･･フランス語で『サレ＝塩』

『ケーク＝お菓子』野菜の入った塩味のケーキ

＊サンマーメン･･･横浜の中華料理店が発祥のと

ろみのついた野菜がのったラーメンです。広東

語で『サン＝新鮮な・シャキシャキした食感』

『マー＝上にのせる』が語源

＊カルピス（3/3）･･･アサヒ飲料(株)より、雛祭

りに飲む白酒の色に似たカルピスで子供たちの成

長を祝う企画からのプレゼントです

＊きんぎょめし･･･にんじんが金魚のように見え

ることから名付けられた岐阜県の郷土料理です
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午 後 午 後

午 前 午 前
さんまーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 607 kcal とんじるうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 611 kcal
はるまき やさいつくね
はくさいのりさらだ はなやさいさらだ
はっさく ばなな

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 609 kcal ぶたどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 610 kcal
もやしとわかめのすーぷ ちきんときのこのすーぷ
さけのみそばたーに つなさらだ
ひじきのさらだ ばなな
ぜりー

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
けーきずし ｴﾈﾙｷﾞｰ 633 kcal めろんぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 629 kcal
すましじる みねすとろーねすーぷ
てづくりなげっと まかろにぐらたん
きゃべつのわまよあえ ささみとだいこんのさらだ
いちご あまなつ

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
ひじきごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 618 kcal うぃんなーぴらふ ｴﾈﾙｷﾞｰ 609 kcal
みそしる やさいすーぷ
こうやとうふのにもの あじふらい
ごしきさらだ やさいとはむのさらだ
でこぽん いちご

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
どりあふうらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal
きゃべつスープ みそしる
ぶろっこりーのさらだ なごやちきん
ばなな やさいのこんぶあえ

しらぬい
食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ

かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal たんめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 609 kcal
きゃべつスープ やきぎょうざ
ぶろっこりーそてー きゅうりにんじんのなむる
いかさらだ ばなな
ねーぶる

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
きんぎょめし ｴﾈﾙｷﾞｰ 605 kcal すぱげてぃーなぽりたん ｴﾈﾙｷﾞｰ 607 kcal
みそしる ぎゅうにゅう
さわらのてりやき ぶろっこりーのさらだ
きりぼしだいこんのさらだ ばなな
しらぬい

食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
ちきんらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal しょくぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 617 kcal
やさいすーぷ ぐりーんしちゅー
えびふらい すぱにっしゅおむれつ
ぶろっこりーのさらだ りんごときゃべつのさらだ
あまなつ ぜりー

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
ばーがーぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 611 kcal なっとうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 605 kcal
まかろにすーぷ みそしる
ちーずはんばーぐ とうふのまさごあげ
こーるすろーさらだ やさいののりあえ
ばなな しらぬい

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
わかめとごまのごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 613 kcal さんさいおこわ ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal
みそしる すましじる
とりのしおこんぶからあげ まつかぜやき
はるさめさらだ もやしのなむる
せみのーる ねーぶる

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
まーぼーどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal
わかめとなるとのすーぷ ちきんふれーくあげ
やさいわふうまよねｰず こまつなにんじんのなむ
ばなな ばなな

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 609 kcal タンパク質 23.4 g
みそしる 21.1 g 食塩相当量 2.0 g
かじきのうめしょうゆつけ
やさいのおかかあえ 今月の地場産物：たまご・さつまいも・にんじん・ごぼう
せみのーる

食塩相当量 1.9 ｇ
れーずんぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 609 kcal
くらむちゃうだー
みーとぼーる
ふれんちさらだ
あまなつ

食塩相当量 2.2 ｇ
かやくごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 605 kcal
みそしる
ねぎまきかつ
やさいのなむる
しらぬい

食塩相当量 2.2 ｇ
もちむぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 607 kcal
しいたけとはるさめすーぷ
とうふのちゅうかに
ささみとやさいのさらだ
はっさく

食塩相当量 1.2 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 609 kcal タンパク質 23.4 g

21.1 g 食塩相当量 2.0 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 24.4 ｇ
／

脂　質 20.0 ｇ
木

17
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(米粒麦）／普
通はるさめ(乾)／ごま
油／かたくり粉／白ご
ま(いり）／サラダ油
／三温糖／薄力粉／グ
ラニュー糖／有塩バ

木綿豆腐／豚小間／む
き海老／鶏若鶏肉ささ
身／牛乳／たまご

生しいたけ(菌床栽
培、生)／ねぎ／たけ
のこ(ゆで)／にんじん
／干し椎茸／グリン
ピース(冷凍)／しょう
が／にんにく(りん茎)
／きゅうり／はっさく

ぎゅうにゅう
◆こうちゃのけーき

たんぱく質 22.4 ｇ
／

脂　質 21.7 ｇ
水

16
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／三温糖／
じゃがいも／薄力粉／
パン粉(乾燥)／サラダ
油／白ごま（すり）／
ごま油／コッペパン
(市販品）／グラ

油揚げ／きざみのり／
かたくちいわし(煮干
し)／豚ロース(脂身付
き)／たまご／牛乳／ﾎ
ｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(植物性脂肪)

ごぼう／にんじん／
キャベツ／玉葱／ほう
れんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／しらぬひ(砂
じょう、生)／いちご

ぎゅうにゅう
◆いちごくりーむこっぺ

たんぱく質 24.2 ｇ
／

脂　質 18.6 ｇ
火

15
ぶどうパン／じゃがい
も／薄力粉／有塩バ
ター／パン粉(乾燥)／
かたくり粉／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)

あさり(水煮)／牛乳／
豚ひき肉／たまご／鶏
小間／きざみのり

玉葱／にんじん／パセ
リ／グリンピース(冷
凍)／キャベツ／きゅ
うり／なつみかん／ご
ぼう

◆むぎちゃ
◆とりめしおにぎり

たんぱく質 22.1 ｇ
／

脂　質 24.3 ｇ
月

14
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／サラダ油／三温
糖／無塩バター／粉糖

木綿豆腐／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／かに風味か
まぼこ／かつお加工品
(かつお節)／牛乳／た
まご

だいこん／梅干／キャ
ベツ／きゅうり／にん
じん／セミノール

ぎゅうにゅう
◆くっきー

たんぱく質 24.5 ｇ
／

脂　質 21.4 ｇ
土

12
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／ごま油／白
ごま（すり）／食パン
(6枚切り）／三温糖／
有塩バター／粉糖

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
◆ふれんちとーすと

たんぱく質 23.5 ｇ
／

脂　質 22.8 ｇ
金

11
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／かたく
り粉／サラダ油／普通
はるさめ(乾)／蒸し中
華めん／ごま油／三温
糖

わかめご飯の素／油揚
げ／かたくちいわし
(煮干し)／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／塩昆布／
かに風味かまぼこ／牛
乳／豚小間

だいこん／ポッカ１０
０レモン／きゅうり／
にんじん／セミノール
／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 23.8 ｇ
／

脂　質 20.2 ｇ
木

10
バーガーパン／マカロ
ニ(ﾌｧﾙﾌｧｯﾚ)／パン粉
(乾燥)／きび(精白
粒）／水稲穀粒(精白
米)／三温糖

豚ひき肉／牛乳／たま
ご／ピザ用チーズ／
ロースハム／きな粉
(大豆）

セロリー／にんじん／
玉葱／干し椎茸／キャ
ベツ／バナナ

ぎゅうにゅう
◆きびだんご

たんぱく質 24.2 ｇ
／

脂　質 18.8 ｇ
水

9
水稲穀粒(精白米)／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
／プリン／サブレ

鶏小間／たまご／ブ
ラックタイガー(養殖)
／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(植物性脂
肪)

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／キャ
ベツ／ブロッコリー／
きゅうり／なつみかん
／バナナ／いちご

◆むぎちゃ
◆ぷりんぱふぇ

たんぱく質 24.9 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
火

8
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／プチパ
ン／サラダ油／グラ
ニュー糖

焼き竹輪／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)／さわら
／かに風味かまぼこ／
牛乳

にんじん／ごぼう／葉
ねぎ／しょうが／切干
しだいこん／きゅうり
／しらぬひ(砂じょ
う、生)

ぎゅうにゅう
◆あげぱん

たんぱく質 22.2 ｇ
／

脂　質 22.6 ｇ
月

7
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／サラダ油
／三温糖／ごま油／グ
ラニュー糖／★ハード
ビスケット／ジャム

豚小間／いかくん製／
牛乳／ヨーグルト(全
脂無糖)／クリーム
チーズ／クリーム(乳
脂肪)／ゼラチン

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／パセリ／ブロッ
コリー／にんにく(り
ん茎)／きゅうり／セ
ロリー／ネーブル

ぎゅうにゅう
◆れあちーずけーき

たんぱく質 22.4 ｇ
／

脂　質 21.0 ｇ
土

5
水稲穀粒(精白米)／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／薄力粉／サラダ油／
有塩バター／三温糖／
ごま油／食パン(市販
品）

むき海老／牛乳／ベー
コン／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／ロースハ
ム／ピザ用チーズ

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／ブロッコリー／
きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆はむちーずとーすと

たんぱく質 22.4 ｇ
／

脂　質 22.3 ｇ
金

4
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／さつまいも／普
通はるさめ(乾)／ごま
油／グラニュー糖／パ
イ皮

干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／油揚げ／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
かたくちいわし(煮干
し)／凍り豆腐／鶏若
鶏肉モモ(煮物用）／
プレスハム／たまご／

にんじん／玉葱／干し
椎茸／たけのこ(ゆで)
／ごぼう／きゅうり／
デコポン／りんご

ぎゅうにゅう
◆あっぷるぱい

たんぱく質 22.2 ｇ
／

脂　質 19.3 ｇ
木

3
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／てまり麩／薄力
粉／サラダ油／桜もち
(関東風)

たまご／わかめご飯の
素／たら加工品(桜で
んぶ)／かたくちいわ
し(煮干し)／鶏若鶏肉
ひき肉／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／乳酸
菌飲料

菜の花／キャベツ／
きゅうり／にんじん／
いちご

◆かるぴす
さくらもち

たんぱく質 22.0 ｇ
／

脂　質 19.7 ｇ
水

2
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／ごま油
／三温糖／有塩バター
／ゼリー／黒砂糖／薄
力粉／ラード

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／しろさけ／干
ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)
／かに風味かまぼこ／
牛乳／たまご

りょくとうもやし／葉
ねぎ／きゅうり／にん
じん／干しぶどう

ぎゅうにゅう
◆まーらーかお

たんぱく質 22.8 ｇ
／

脂　質 22.4 ｇ
火

1
中華めん(ゆで)／ごま
油／かたくり粉／春巻
きの皮／サラダ油／三
温糖／白ごま(いり）
／水稲穀粒(精白米)／
白ごま（すり）

豚小間／豚ひき肉／か
に風味かまぼこ／きざ
みのり／牛乳

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
んじん／にら／にんに
く(りん茎)／生しいた
け(菌床栽培、生)／た
けのこ(ゆで)／キャベ
ツ／はくさい／きゅう
り／はっさく

ぎゅうにゅう
◆ごへいもち

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

18
うどん(ゆで)／じゃが
いも／糸こんにゃく／
かたくり粉／三温糖／
とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／もち米／水稲穀粒
(精白米)

豚小間／油揚げ／鶏若
鶏肉ひき肉／たまご／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／あずき(乾）

玉葱／にんじん／ねぎ
／青ピーマン／しょう
が／ブロッコリー／
キャベツ／カリフラ
ワー／バナナ

◆むぎちゃ
◆ぼたもち たんぱく質 23.8 ｇ

／
脂　質 17.6 ｇ

金

19
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／ごま油／食パン(市
販品）／有塩バター／
メープルシロップ

豚小間／鶏小間／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)
／牛乳

玉葱／にんじん／えの
きたけ／干し椎茸／
キャベツ／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 23.2 ｇ

／
脂　質 20.4 ｇ

土

22
メロンパン／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／水稲穀粒(精
白米)／ごま油

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／
焼き豚／たまご／なる
と

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／セロリー／トマ
ト缶詰(ホール）／パ
セリ／だいこん／きゅ
うり／なつみかん／ね
ぎ

◆むぎちゃ
◆ちゃーはん たんぱく質 22.5 ｇ

／
脂　質 21.2 ｇ

火

23
水稲穀粒(精白米)／有
塩バター／薄力粉／パ
ン粉(乾燥)／サラダ油
／三温糖／ごま油／グ
ラニュー糖／ゼリー

ウィンナー／鯵三枚お
ろし／たまご／ロース
ハム／牛乳／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰ
ﾑ(乳脂肪)／クリーム
チーズ

玉葱／パセリ／キャベ
ツ／にんじん／ブロッ
コリー／きゅうり／い
ちご／ネーブル

ぎゅうにゅう
◆てづくりけーき たんぱく質 23.9 ｇ

／
脂　質 23.6 ｇ

水

24
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／薄力粉／白ごま
(いり）／ごま油／サ
ラダ油

わかめご飯の素／油揚
げ／かたくちいわし
(煮干し)／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／塩昆布／
牛乳／たまご／パルメ
ザンチーズ／ベーコン

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／しらぬひ
(砂じょう、生)／ほう
れんそう／ミニトマト

ぎゅうにゅう
◆けーくされ たんぱく質 24.8 ｇ

／
脂　質 23.7 ｇ

木

25
中華めん(ゆで)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
ごま油／ぎょうざの皮
／白ごま(いり）／薄
力粉／三温糖／有塩バ
ター／サラダ油／グラ
ニュー糖

豚小間／豚ひき肉／サ
ラダ竹輪／牛乳／おか
ら(新製法)／たまご／
豆乳（無調製）

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／チ
ンゲンツァイ／はくさ
い／にら／にんにく
(りん茎)／しょうが／
きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆おからどーなつ たんぱく質 23.7 ｇ

／
脂　質 21.3 ｇ

金

26
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／プレ
スハム

にんじん／玉葱／青
ピーマン／ブロッコ
リー／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆じゃむさんど たんぱく質 22.8 ｇ

／
脂　質 21.1 ｇ

土

28
食パン(市販品）／
ジャム／じゃがいも／
薄力粉／有塩バター／
サラダ油／ゼリー／水
稲穀粒(精白米)／三温
糖

豚小間／牛乳／たまご
／ロースハム／干ひじ
き(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／油
揚げ

玉葱／にんじん／ほう
れんそう／青ピーマン
／りんご／干しぶどう
／キャベツ／きゅうり

◆むぎちゃ
◆ひじきいなり たんぱく質 22.2 ｇ

／
脂　質 21.9 ｇ

月

29
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
三温糖／薄力粉／ごま
油

糸引納豆／油揚げ／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／かたくちいわし
(煮干し)／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／焼きのり／

だいこん／にんじん／
ほうれんそう／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
◆にくまん たんぱく質 24.9 ｇ

／
脂　質 20.1 ｇ

火

30
もち米／水稲穀粒(精
白米)／日本ぐり(甘露
煮）／ごま油／花麩／
パン粉(乾燥)／三温糖
／白ごま(いり）／サ
ンドイッチ用食パン／
とうもろこし缶詰(ｸﾘｰ

かたくちいわし(煮干
し)／鶏若鶏肉ひき肉
／たまご／牛乳／ベー
コン／ピザ用チーズ

にんじん／たけのこ
(ゆで)／干し椎茸／わ
らび(ゆで)／ねぎ／玉
葱／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／きゅうり／ネーブル
／ミニトマト

ぎゅうにゅう
◆すいーとこーんぴざ たんぱく質 24.6 ｇ

／
脂　質 20.4 ｇ

水

たんぱく質 24.7 ｇ
／

脂　質 22.7 ｇ
木

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

31
うどん(ゆで)／コーン
フレーク／サラダ油／
ごま油／白ごま(い
り）／薄力粉／強力粉
(全粒粉)／無塩バター
／グラニュー糖

豚小間／鶏若鶏肉ささ
身／パルメザンチーズ
／牛乳／たまご

にんじん／玉葱／ねぎ
／にんにく(りん茎)／
こまつな／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／バナナ

ぎゅうにゅう
◆せさみびすこってぃ

朝ごはんを食べると腸が刺激され

排便を促す効果があります。

食後はトイレに入る

習慣をつけましょう。

排便を促す

朝ごはんの効果

中国が原産で、江戸時代に小松川という地域（現在の

東京・江戸川区）で栽培されていたことから、この名

で呼ばれるようになりました。

寒さに強く、霜にあたると甘

味が増します。アクが少なく、

おひたしやあえもののほか、

炒めものや漬けものにしても

おいしく食べられます。

小 松 菜


