
令和4年　　4月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園 令和4年　　4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
バーガーパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 kcal 鶏ごぼうご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 474 kcal
チキンスープ 味噌汁（キャベツ・もやし
豆腐ハンバーグ 魚の新緑揚げ
ミモザサラダ ほうれん草の胡麻和え
果物(バナナ) 果物(清見オレンジ)

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 485 kcal ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 483 kcal
わかめと卵のスープ 味噌汁(豆腐･玉葱)
ツナサラダ 名古屋チキン
果物(バナナ) 野菜のじゃこ和え

果物(ミネオラ）
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

磯うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 472 kcal 煮込みうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal
カジキマグロのから揚げ 豆腐のまさご揚げ
キャベツとハムのサラダ ささみと大根のサラダ
果物(セミノール） ゼリー

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 473 kcal 筍ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 473 kcal
味噌汁（大根・わかめ） 味噌汁（さつま芋・玉葱）
ぎせい豆腐 野菜つくね
ひじきとツナの醤油和え 野菜のナムル
果物(清見オレンジ) 果物(しらぬい）

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 464 kcal 焼肉丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 466 kcal
クリームシチュー 卵スープ
肉団子のあんかけ ブロッコリーのサラダ
フレンチサラダ 果物(バナナ)
果物(ミネオラ)

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 484 kcal ピースご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 463 kcal
春雨と卵のスープ 味噌汁（のらぼう・油揚げ
鶏の唐揚げ 鰆の野菜ソースかけ
韓国風サラダ もやしと人参のナムル
果物(バナナ) 果物(セミノール）

食塩相当量 1.3 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
鮭寿司 ｴﾈﾙｷﾞｰ 480 kcal 白パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 468 kcal
すまし汁（葱・てまり麩） かぶとベーコンのスープ
厚揚げのそぼろあんかけ マカロニグラタン
野菜のごま和え ささみのサラダ
果物(ネーブル) 果物(バナナ)

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
五目チャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 470 kcal チキンライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 485 kcal
もやしと若布中国風スープ ジュリアンヌスープ
コーンサラダ 白身魚のフライ
果物(バナナ) キャベツサラダ

果物(ネーブル)
食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ

炊き込みご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 466 kcal もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 471 kcal
味噌汁（じゃが芋・玉葱） 珍珠丸子
鰆の和マヨ焼き チョレギ風サラダ
白菜のおかかあえ 果物(ミネオラ)
果物(セミノール）

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 466 kcal スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcal
コーンポタージュ 牛乳
メンチカツ ツナサラダ
野菜のりサラダ 果物(バナナ)
果物(しらぬい）

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 1.0 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 471 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 474 kcal タンパク質 18.4 g
かきたま中華風スープ 17.1 g 食塩相当量 1.7 g
マーボー豆腐
春雨サラダ２ ※今月の地場産物：たまご・さつま芋・のらぼう・たけのこ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.3 ｇ
ドリア風ライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 482 kcal
マカロニスープ
ウインナーソテー
チキンサラダ
果物(清見オレンジ)

食塩相当量 1.7 ｇ
スパゲティーミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 463 kcal
野菜スープ
そらまめポテトサラダ
茹でブロッコリー
果物(ネーブル)

食塩相当量 1.6 ｇ
親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 473 kcal
白菜とえのきのスープ
大根サラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.7 ｇ
牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal
ミネストローネスープ
さけのムニエル
マカロニサラダ
果物(セミノール）

食塩相当量 1.6 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 474 kcal タンパク質 18.4 g

17.1 g 食塩相当量 1.7 g

18.4 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

塩せんべい／★白パン
／かたくり粉／パン粉
(乾燥)／じゃがいも／
もち米／水稲穀粒(精
白米)／黒ごま(いり）

牛乳／鶏小間／豚ひき
肉／木綿豆腐／たまご
／★ロースハム／ささ
げ(乾）

にんじん／えのきたけ
／玉葱／干し椎茸／
きゅうり／バナナ

◆麦茶
19

たんぱく質

脂　質

たんぱく質 18.5 ｇ ◆スノーボール

たんぱく質

17.4 ｇ
／ ／

脂　質 18.9

塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／薄
力粉／白ごま(いり）
／無塩バター／粉糖

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)／ちりめんじゃこ

脂　質 14.2 ｇ
土 牛乳 水 牛乳

ウエハース 塩せんべい

玉葱／にんにく(りん
茎)／キャベツ／ほう
れんそう／きゅうり／
にんじん／ミネオラオ
レンジ

牛乳
◆のりチーズサンド

17.6 ｇ
金 牛乳 火 牛乳

塩せんべい ウエハース

／ ／
脂　質 17.0

★ウエハース／水稲穀粒
／糸こんにゃく／三温糖
／薄力粉／サラダ油／黒
ごま（すり）／★プレ
ミックス粉／有塩バター
／グラニュー糖

牛乳／鶏若鶏肉ひき肉
／かたくちいわし(煮
干し)／たら／★たま
ご／ｸﾘ-ﾑ(植物性脂肪)

ごぼう／いんげん／
キャベツ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／パセリ／ほう
れんそう／にんじん／
えのきたけ／きよみ)
／バナナ

牛乳
◆赤飯おにぎり たんぱく質 19.0 ◆バナナオムレット

ｇ

たんぱく質 18.8 ｇ
／ ／

脂　質 19.0

★ウエハース／うどん
(ゆで)／かたくり粉／サ
ラダ油／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／ゼリー／水稲
穀粒(精白米)／白ごま
（すり）／三温糖

牛乳／豚小間／油揚げ
／かたくちいわし(煮
干し)／絞り豆腐／鶏
若鶏肉ひき肉／ちりめ
んじゃこ／★たまご／
鶏若鶏肉ささ身

ｇ

◆五平餅

ｇ

4
塩せんべい／うどん(ゆ
で)／かたくり粉／三温
糖／サラダ油／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／ごま油
／薄力粉／無塩バター／
グラニュー糖／ジャム

牛乳／豚小間／油揚げ
／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／★プレスハム

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／きゅうり／セミ
ノール

◆麦茶
21

ｇ

2
★ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／じゃがいも／
サラダ油／かたくり粉／
ごま油／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／三温糖／★サ
ンドイッチ用食パン

牛乳／豚小間／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
★たまご／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

玉葱／にんじん／ねぎ
／キャベツ／きゅうり
／バナナ

牛乳
20

たんぱく質 18.2

脂　質 18.3
月 牛乳 木 牛乳

塩せんべい ウエハース

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／だいこん／
きゅうり

◆麦茶
◆スコーン たんぱく質 18.8 ｇ

ｇ
／ ／

脂　質 18.1

塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／さつ
まいも／かたくり粉／白
ごま（すり）／ごま油／
グラニュー糖／薄力粉／
無塩バター

牛乳／油揚げ／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
／★たまご 脂　質 17.8 ｇ

火 牛乳 金 牛乳
ウエハース 塩せんべい

たけのこ(ゆで)／にん
じん／玉葱／青ピーマ
ン／しょうが／ほうれ
んそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟも
やし／しらぬひ

牛乳
◆アメリカンドッグ たんぱく質

たんぱく質 18.9 ｇ
／ ／

脂　質 17.7

★ウエハース／水稲穀
粒(精白米)／かたくり
粉／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／粉糖

牛乳／豚肩(脂身付き)
／★たまご

脂　質 16.5 ｇ
水 牛乳 土 牛乳

塩せんべい ウエハース

玉葱／しょうが／にん
にく(りん茎)／レタス
／ブロッコリー／きゅ
うり／バナナ

牛乳

18.8 ｇ ◆マドレーヌ

ｇ

5
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／白
ごま(いり）／★プレ
ミックス粉／サラダ油

牛乳／湯通し塩蔵わか
め／かたくちいわし／
木綿豆腐／豚ひき肉／
★たまご／干ひじき／
まぐろ缶詰／★ウィン
ナー

だいこん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／にんじん／生
しいたけ(菌床栽培、
生)／切りみつば／
キャベツ／きよみ

牛乳
22

たんぱく質 18.0 ｇ
／ ／

脂　質 16.3

塩せんべい／水稲穀粒
／小麦／有塩バター／
白ごま（すり）／ごま
油／じゃがいも／ぎょ
うざの皮／サラダ油

牛乳／油揚げ／かたく
ちいわし(煮干し)／さ
わら／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／切れてる
チーズ 脂　質 16.5 ｇ

木 牛乳 月 牛乳
ウエハース 塩せんべい

グリンピース／のらぼ
う菜／玉葱／えのきた
け／生しいたけ(菌床
栽培、生)／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／にんじん／セ
ミノール

牛乳

◆しらすおかかおにぎり たんぱく質 19.0 ｇ ◆フレンチトースト

ｇ

6
せんべい／★食パン／有
塩バター／じゃがいも／
サラダ油／薄力粉／★パ
ン粉／三温糖／かたくり
粉／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／水稲穀粒／白ご
ま(いり）

牛乳／豚小間／豚ひき
肉／★たまご／しらす
干し(微乾燥品)／かつ
お加工品(かつお節)

玉葱／にんじん／パセ
リ／しょうが／キャベ
ツ／きゅうり／ミネオ
ラオレンジ

◆麦茶
23

たんぱく質 18.2 ｇ
／ ／

脂　質 15.8

★ウエハース／★白パン
／マカロニ／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力粉／
有塩バター／白ごま（す
り）／三温糖／水稲穀粒
／白ごま(いり）

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／昆布つ
くだ煮 脂　質 15.7 ｇ

金 牛乳 火 牛乳
塩せんべい ウエハース

かぶ／にんじん／玉葱
／パセリ／きゅうり／
キャベツ／バナナ

◆麦茶

◆チヂミ たんぱく質 17.4 ｇ ◆ツナサモサ

ｇ

7
★ウエハース／水稲穀
粒／普通はるさめ(乾)
／かたくり粉／サラダ
油／白ごま(いり）／
ごま油／三温糖／薄力
粉／上新粉

牛乳／わかめご飯の素
／★たまご／鶏若鶏肉
モモ(皮付き)／きざみ
のり／豚ひき肉／さく
らえび(素干し)

玉葱／葉ねぎ／キャベ
ツ／きゅうり／バナナ
／にら／ねぎ

牛乳
25

◆マシュマロおこし たんぱく質 18.7 ｇ ◆昆布おにぎり

ｇ

8
塩せんべい／水稲穀粒／
三温糖／てまり麩／サラ
ダ油／かたくり粉／黒ご
ま(いり）／★マシュマ
ロ／有塩バター／★コー
ンフレーク

牛乳／塩ざけ／★たま
ご／かたくちいわし
(煮干し)／生揚げ／豚
ひき肉

スナップえんどう／ね
ぎ／しょうが／玉葱／
にんじん／生しいたけ
／キャベツ／きゅうり
／ネーブル

牛乳
26

ｇ

ｇ

9
★ウエハース／水稲穀
粒(精白米)／ごま油／
白ごま（すり）／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
食パン

牛乳／豚ひき肉／たま
ご／湯通し塩蔵わかめ
／まぐろ缶詰／★プレ
スハム／ピザ用チーズ

にんじん／青ピーマン
／生しいたけ／ねぎ／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
キャベツ／きゅうり／
バナナ／玉葱

牛乳

◆コロンコロンドーナツ たんぱく質 18.9 ｇ

／
脂　質 17.2

土 牛乳
ウエハース

◆ピザトースト たんぱく質 18.6

ｇ

11
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／糸こんにゃ
く／三温糖／じゃがい
も／薄力粉／グラ
ニュー糖／サラダ油

牛乳／鶏若鶏肉ひき肉
／油揚げ／きざみのり
／湯通し塩蔵わかめ／
かたくちいわし／さわ
ら／かつお加工品／★
たまご

にんじん／玉葱／はく
さい／りょくとうもや
し／セミノール

牛乳

◆いなり寿司 たんぱく質 18.4

／
脂　質 17.5

12
★ウエハース／★ロール
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)／★パン粉／薄
力粉／サラダ油／三温糖
／ごま油／水稲穀粒

牛乳／豚ひき肉／たま
ご／牛乳／きざみのり
／油揚げ

玉葱／パセリ／キャベ
ツ／ブロッコリー／
きゅうり／にんじん／
しらぬひ

◆麦茶

月 牛乳
塩せんべい

火 牛乳
ウエハース

／

／
脂　質 17.9

◆お麩ラスク たんぱく質 18.2

ｇ

13
塩せんべい／水稲穀粒
／ごま油／三温糖／か
たくり粉／普通はるさ
め(乾)／小町麩／有塩
バター／グラニュー糖

牛乳／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／★たまご
／★なると／木綿豆腐
／豚ひき肉／★ロース
ハム

チンゲンツァイ／ねぎ
／にんじん／にら／干
し椎茸／しょうが／に
んにく(りん茎)／きゅ
うり／バナナ

牛乳

14
★ウエハース／水稲穀粒
／とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／薄力粉／サラダ油／
有塩バター／マカロニ
(ﾌｧﾙﾌｧｯﾚ)／★サンド
イッチ用食パン／ジャム
／グラニュー糖

牛乳／★ウィンナー／
鶏若鶏肉ささ身／ヨー
グルト(全脂無糖)

にんじん／玉葱／パセ
リ／キャベツ／ブロッ
コリー／きよみ

牛乳

水 牛乳
塩せんべい

木 牛乳
ウエハース

／

◆ジャムロール 17.9

◆しらすチャーハン たんぱく質 19.5 ｇ

ｇ

15
塩せんべい／スパゲッ
ティ／サラダ油／じゃ
がいも／水稲穀粒(精
白米)／ごま油

牛乳／豚ひき肉／★
ベーコン／★たまご／
しらす干し(微乾燥品)

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）／
キャベツ／そらまめ／
きゅうり／ブロッコリー
／ネーブル／ねぎ

◆麦茶

土 牛乳
ウエハース

／

◆メープルバターサンド

／

16
★ウエハース／水稲穀
粒(精白米)／三温糖／
白ごま（すり）／★食
パン／有塩バター／
メープルシロップ

牛乳／鶏小間／★たま
ご／きざみのり／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

玉葱／ねぎ／はくさい
／えのきたけ／にんじ
ん／だいこん／きゅう
り／バナナ

牛乳

金 牛乳
塩せんべい

18
塩せんべい／★ぎゅう
にゅうぱん／じゃがいも
／三温糖／薄力粉／有塩
バター／マカロニ／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／水
稲穀粒／白ごま(いり）
／ごま油

牛乳／ベーコン／しろ
さけ／★ロースハム／
豚ひき肉

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）／きゅうり／セミ
ノール／ほうれんそう

◆麦茶

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

月 牛乳
塩せんべい

／

◆ビビンバおにぎり

ｇ

ｇ

脂　質 16.4

脂　質 17.5

たんぱく質 17.4 ｇ

ｇ

ｇ

ｇ脂　質 18.1

たんぱく質 17.7

ｇ

ｇ脂　質 17.8

たんぱく質

脂　質 15.3

ｇ

27
塩せんべい／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)／三温糖／
ごま油／グラニュー糖

牛乳／鶏小間／むきか
れい／★たまご／プレ
スハム／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳
脂肪)／加糖練乳

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／だい
こん／パセリ／キャベ
ツ／きゅうり／ネーブ
ル／いちご

◆麦茶
◆手作りケーキ たんぱく質 17.4 ｇ

／
脂　質 18.4 ｇ

水 牛乳
塩せんべい

28
★ウエハース／中華め
ん(ゆで)／かたくり粉
／もち米／白ごま(い
り）／ごま油／プチパ
ン／サラダ油／グラ
ニュー糖

牛乳／豚小間／豚ひき
肉／★たまご／きざみ
のり／きな粉(大豆）

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／
キャベツ／きゅうり／ミ
ネオラオレンジ

牛乳
◆きな粉揚げパン たんぱく質 19.3 ｇ

／
脂　質 16.8 ｇ

木 牛乳
ウエハース

たんぱく質 17.4 ｇ
／

脂　質 16.4 ｇ
土 りんごジュース

塩せんべい

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

30
塩せんべい／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／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
◆ジャムサンド

食べる意欲をはぐくむために
早寝・早起きを

心がけよう
早起きをすると、朝ごはんの時間が充分に

とれ、排便をうながしやすくなります。日

中は屋外でたっぷり体を動かすことで、お

なかがすいてごはんがおいしく食べられ、

夜もぐっすり眠れます。早寝・早起きで、

生活リズムと体の調子を整えましょう。

子どもの食べる意欲をはぐくむには、食べもの

のおいしさや、食べる喜びを感じる時間を共有

することが大切です。家族で一緒に食べるとき

に、「みんなで食べるとおいしいね」といった

といった声をかけ

ることも、楽しい

雰囲気をつくる大

事なポイントにな

ります。



令和4年　　4月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第三保育園 令和4年　　4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
ばーがーぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 552 kcal とりごぼうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal
ちきんすーぷ みそしる
とうふはんばーぐ さかなのしんりょくあげ
みもざさらだ ほうれんそうのごまあえ
ばなな きよみおれんじ

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 565 kcal
わかめとたまごのすーぷ みそしる
つなさらだ なごやちきん
ばなな やさいのじゃこあえ

みねおら
食塩相当量 2.6 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ

いそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 558 kcal にこみうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 559 kcal
かじきまぐろのからあげ とうふのまさごあげ
きゃべつとはむのさらだ ささみとだいこんのさらだ
せみのーる ぜりー

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 574 kcal たけのこごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal
みそしる みそしる
ぎせいどうふ やさいつくね
ひじきとつなしょうゆあえ やさいのなむる
きよみおれんじ しらぬい

食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
しょくぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 559 kcal やきにくどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 572 kcal
くりーむしちゅー たまごすーぷ
にくだんごのあんかけ ぶろっこりーのさらだ
ふれんちさらだ ばなな
みねおら

食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 556 kcal ぴーすごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 554 kcal
はるさめとたまごのすーぷ みそしる
とりのからあげ さわらのやさいそーすかけ
かんこくふうさらだ やさいのなむる
ばなな せみのーる

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
さけずし ｴﾈﾙｷﾞｰ 551 kcal しろぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal
すましじる かぶとべーこんのすーぷ
あつあげのそぼろあんかけ まかろにぐらたん
やさいのごまあえ ささみのさらだ
ねーぶる ばなな

食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ
ごもくちゃーはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 556 kcal ちきんらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal
ちゅうごくふうすーぷ じゅりあんぬすーぷ
こーんさらだ しろみざかなのふらい
ばなな きゃべつさらだ

ねーぶる
食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

たきこみごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 559 kcal もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 555 kcal
みそしる ちんずーわんすー
さわらのまよやき ちょれぎふうさらだ
はくさいのおかかあえ みねおら
せみのーる

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
ろーるぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 556 kcal すぱげてぃーなぽりたん ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal
こーんぽたーじゅ ぎゅうにゅう
めんちかつ つなさらだ
やさいのりさらだ ばなな
しらぬい

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.3 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 561 kcal タンパク質 21.7 g
かきたますーぷ 19.1 g 食塩相当量 2.1 g
まーぼーとうふ
はるさめさらだ ※今月の地場産物：たまご・さつま芋・のらぼう・たけのこ
ばなな

食塩相当量 1.5 ｇ
どりあふうらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 569 kcal
まかろにすーぷ
ういんなーそてー
ちきんさらだ
きよみおれんじ

食塩相当量 2.2 ｇ
すぱげてぃーみーとそーす ｴﾈﾙｷﾞｰ 559 kcal
やさいすーぷ
そらまめぽてとさらだ
ゆでぶろっこりー
ねーぶる

食塩相当量 1.7 ｇ
おやこどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal
はくさいのすーぷ
だいこんさらだ
ばなな

食塩相当量 1.9 ｇ
ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 559 kcal
みねすとろーねすーぷ
さけのむにえる
まかろにさらだ
せみのーる

食塩相当量 2.0 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 561 kcal タンパク質 21.7 g

19.1 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 22.6 ｇ
／

脂　質 18.4 ｇ
月

18
ぎゅうにゅうぱん／
じゃがいも／三温糖／
薄力粉／有塩バター／
マカロニ／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／水稲穀
粒(精白米)／白ごま
(いり）／ごま油

ベーコン／しろさけ／
ロースハム／豚ひき肉

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）／きゅうり／セミ
ノール／ほうれんそう

◆むぎちゃ
◆びびんばおにぎり

たんぱく質 20.7 ｇ
／

脂　質 19.4 ｇ
土

16
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま（すり）
／食パン(市販品）／
有塩バター／メープル
シロップ

鶏小間／たまご／きざ
みのり／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／牛乳

玉葱／ねぎ／はくさい
／えのきたけ／にんじ
ん／だいこん／きゅう
り／バナナ

ぎゅうにゅう
◆めーぷるばたーさんど

22.5 ｇ
／

脂　質 19.8 ｇ
金

15
スパゲッティ／サラダ
油／じゃがいも／水稲
穀粒(精白米)／ごま油

豚ひき肉／ベーコン／
たまご／しらす干し
(微乾燥品)

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）／キャベツ／そら
まめ／きゅうり／ブ
ロッコリー／ネーブル
／ねぎ

◆むぎちゃ
◆しらすのちゃーはん たんぱく質

14
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／マカロニ
(ﾌｧﾙﾌｧｯﾚ)／サンド
イッチ用食パン／ジャ
ム／グラニュー糖

牛乳／ウィンナー／鶏
若鶏肉ささ身／ヨーグ
ルト(全脂無糖)

にんじん／玉葱／パセ
リ／キャベツ／ブロッ
コリー／きよみ(砂
じょう、生)

ぎゅうにゅう
◆じゃむろーる たんぱく質 20.4 ｇ

／
脂　質 19.1 ｇ

木

◆おふらすく たんぱく質 20.8 ｇ
13

水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／三温糖／かたく
り粉／普通はるさめ
(乾)／小町麩／有塩バ
ター／グラニュー糖

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／たまご／なる
と／木綿豆腐／豚ひき
肉／ロースハム／牛乳

チンゲンツァイ／ねぎ
／にんじん／にら／干
し椎茸／しょうが／に
んにく(りん茎)／きゅ
うり／バナナ

ぎゅうにゅう

／
脂　質 19.6 ｇ

水

たんぱく質 21.2 ｇ

ｇ

12
ロールパン／とうもろ
こし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
パン粉(乾燥)／薄力粉
／サラダ油／三温糖／
ごま油／水稲穀粒(精
白米)

牛乳／豚ひき肉／たま
ご／牛乳／きざみのり
／油揚げ

玉葱／パセリ／キャベ
ツ／ブロッコリー／
きゅうり／にんじん／
しらぬひ(砂じょう、
生)

◆むぎちゃ

／
脂　質 19.1

火

◆いなりずし

22.4 ｇ

ｇ19.9

8
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／てまり麩／サラ
ダ油／かたくり粉／黒
ごま(いり）／マシュ
マロ／有塩バター／
コーンフレーク

塩ざけ／たまご／かた
くちいわし(煮干し)／
生揚げ／豚ひき肉／牛
乳

スナップえんどう／ね
ぎ／しょうが／玉葱／
にんじん／生しいたけ
(菌床栽培、生)／キャ
ベツ／きゅうり／ネー
ブル

ぎゅうにゅう

11
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／三温糖／
じゃがいも／薄力粉／
グラニュー糖／サラダ
油

鶏若鶏肉ひき肉／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)／さわら／かつ
お加工品(削り節)／牛
乳／たまご

にんじん／玉葱／はく
さい／りょくとうもや
し／セミノール

ぎゅうにゅう

／
脂　質

月

◆ころんころんどーなつ たんぱく質

◆ぴざとーすと たんぱく質 21.4 ｇ

火

9
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／白ごま（すり）
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／食パン(市販
品）

豚ひき肉／たまご／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／まぐろ缶詰(油漬
ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／牛乳／プレ
スハム／ピザ用チーズ

にんじん／青ピーマン
／生しいたけ(菌床栽
培、生)／ねぎ／ﾌﾞﾗｯｸ
ﾏｯﾍﾟもやし／キャベツ
／きゅうり／バナナ／
玉葱

ぎゅうにゅう

／
脂　質 18.9

土
ｇ

27

◆ましゅまろおこし たんぱく質 21.2 ｇ ◆こんぶおにぎり

ｇ

油揚げ／かたくちいわ
し(煮干し)／さわら／
牛乳／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／切れてる
チーズ

26

6
食パン(市販品）／有
塩バター／じゃがいも
／サラダ油／薄力粉／
パン粉(乾燥)／三温糖
／かたくり粉／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／水
稲穀粒(精白米)／白ご

豚小間／牛乳／豚ひき
肉／たまご／しらす干
し(微乾燥品)／かつお
加工品(かつお節)

玉葱／にんじん／パセ
リ／しょうが／キャベ
ツ／きゅうり／ミネオ
ラオレンジ

◆むぎちゃ
23

たんぱく質 20.9 ｇ
／ ／

脂　質 17.2

白パン／マカロニ／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／薄力粉／有塩バター
／白ごま（すり）／三
温糖／水稲穀粒(精白
米)／白ごま(いり）

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／昆布つく
だ煮 脂　質 17.3 ｇ

金

木 月

グリンピース／のらぼ
う菜／玉葱／えのきた
け／生しいたけ(菌床
栽培、生)／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／にんじん／セ
ミノール

ぎゅうにゅう
7

水稲穀粒(精白米)／普
通はるさめ(乾)／かた
くり粉／サラダ油／白
ごま(いり）／ごま油
／三温糖／薄力粉／上
新粉

わかめご飯の素／たま
ご／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／きざみのり／
牛乳／豚ひき肉／さく
らえび(素干し)

玉葱／葉ねぎ／キャベ
ツ／きゅうり／バナナ
／にら／ねぎ

ぎゅうにゅう

／ ／
脂　質 18.4

水稲穀粒(精白米)／小
麦(玄穀･国産､普通)／
有塩バター／白ごま
（すり）／ごま油／
じゃがいも／ぎょうざ
の皮／サラダ油

◆ちぢみ たんぱく質 21.4

◆しらすおかかおにぎり たんぱく質 22.5 ｇ ◆ふれんちとーすと

ｇ

脂　質

脂　質

19.6

18.0

ｇ ◆つなさもさ

ｇ

25

ぎゅうにゅう
22

／ ／

／ ／
脂　質 20.3

水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／三温糖
／ごま油／食パン(6枚
切り）／有塩バター／
粉糖

豚肩(脂身付き)／たま
ご／牛乳

水 土

玉葱／しょうが／にん
にく(りん茎)／レタス
／ブロッコリー／きゅ
うり／バナナ

ぎゅうにゅう

／ ／
脂　質

火 金

たけのこ(ゆで)／にん
じん／玉葱／青ピーマ
ン／しょうが／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)

ぎゅうにゅう
◆あめりかんどっく たんぱく質 22.1 ｇ ◆まどれーぬ

ｇ

5
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま(いり）
／プレミックス粉(ﾎｯﾄ
ｹｰｷ用)／サラダ油

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／木綿豆腐
／豚ひき肉／たまご／
干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／まぐろ缶詰(油漬
ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／牛乳／ウィ

だいこん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／にんじん／生
しいたけ(菌床栽培、
生)／切りみつば／
キャベツ／きよみ(砂
じょう、生)

4
うどん(ゆで)／かたく
り粉／三温糖／サラダ
油／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／ごま油／薄力
粉／無塩バター／グラ
ニュー糖／ジャム

豚小間／油揚げ／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／プ
レスハム／牛乳

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／きゅうり／セミ
ノール

◆むぎちゃ
21

脂　質 20.2

水稲穀粒(精白米)／三
温糖／さつまいも／か
たくり粉／白ごま（す
り）／ごま油／グラ
ニュー糖／薄力粉／無
塩バター

油揚げ／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／たまご
／牛乳

月 木

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／だいこん／
きゅうり

◆むぎちゃ
◆すこーん たんぱく質 21.7

土 水

玉葱／にんにく(りん
茎)／キャベツ／ほう
れんそう／きゅうり／
にんじん／ミネオラオ
レンジ

ぎゅうにゅう
◆のりちーずさんど

ｇ
／

2
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／サラダ油
／かたくり粉／ごま油
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／三温糖／サン
ドイッチ用食パン

豚小間／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／たまご
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)／牛乳／スライ
スチーズ／焼きのり

玉葱／にんじん／ねぎ
／キャベツ／きゅうり
／バナナ

ぎゅうにゅう

脂　質 20.8

水稲穀粒(精白米)／三
温糖／薄力粉／白ごま
(いり）／無塩バター
／粉糖

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

1
バーガーパン／かたく
り粉／パン粉(乾燥)／
じゃがいも／もち米／
水稲穀粒(精白米)／黒
ごま(いり）

鶏小間／豚ひき肉／木
綿豆腐／牛乳／たまご
／ロースハム／ささげ
(乾）

にんじん／えのきたけ
／玉葱／干し椎茸／
きゅうり／バナナ

◆むぎちゃ
19

／ ／
脂　質 17.7

◆せきはんおにぎり たんぱく質 21.0

ｇ
金 火

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 21.6 ｇ

ｇ脂　質 19.6

20
たんぱく質 21.5 ｇ ◆すのーぼーる

／
脂　質 16.6 ｇ

20.9

うどん(ゆで)／かたく
り粉／サラダ油／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
ゼリー／水稲穀粒(精
白米)／白ごま（す
り）／三温糖

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
絞り豆腐／鶏若鶏肉ひ
き肉／ちりめんじゃこ
／たまご／鶏若鶏肉さ
さ身

◆ごへいもち

ｇ

ｇ

22.9 ｇ

栄  養  価

ｇ

21.1 ｇ

たんぱく質

水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／三温糖／
薄力粉／サラダ油／黒
ごま（すり）／プレ
ミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)
／有塩バター／グラ
ニュー糖

鶏若鶏肉ひき肉／かた
くちいわし(煮干し)／
たら／たまご／牛乳／
ｸﾘ-ﾑ(植物性脂肪)

ごぼう／いんげん／
キャベツ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／パセリ／ほう
れんそう／にんじん／
えのきたけ／きよみ
(砂じょう、生)／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆ばななおむれっと

19.0 ｇ脂　質

たんぱく質

たんぱく質 20.9 ｇ

脂　質 19.5 ｇ

たんぱく質 22.3 ｇ

ｇ

ｇ

たんぱく質 23.2 ｇ

かぶ／にんじん／玉葱
／パセリ／きゅうり／
キャベツ／バナナ

◆むぎちゃ

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)／三温糖／ごま
油／グラニュー糖

鶏小間／むきかれい／
たまご／プレスハム／
ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂肪)／
加糖練乳

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／だい
こん／パセリ／キャベ
ツ／きゅうり／ネーブ
ル／いちご

◆むぎちゃ
◆てづくりけーき たんぱく質 21.3 ｇ

／
脂　質 19.0 ｇ

水

28
中華めん(ゆで)／かた
くり粉／もち米／白ご
ま(いり）／ごま油／
プチパン／サラダ油／
グラニュー糖

豚小間／豚ひき肉／た
まご／きざみのり／牛
乳／きな粉(大豆）

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／キャベツ／きゅ
うり／ミネオラオレン
ジ

ぎゅうにゅう
◆きなこあげぱん たんぱく質 22.6 ｇ

／
脂　質 18.7 ｇ

木

たんぱく質 21.1 ｇ
／

脂　質 19.4 ｇ
土

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

30
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／
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
◆じゃむさんど

グリーンピースは何の実?

①枝豆 ②そら豆 ③えんどう豆

Ａ

Ｑ
「食育」って何だろう

「食育」とは、様々な経験を通

じて、「食」に関する知識と、

バランスのよい「食」を選択す

る力を身につけ、健全な食生活

を実践できる力をはぐくむこと

です。園では子どもたちの豊か

な食体験はもちろん、保護者の

みなさまにも役立つ情報を提供

していきます。

正解は③。グリーンピースは、熟す前

の豆を出して食べる「実えんどう」の

一つです。生豆が出回るのは春だけで、

それ以外は缶詰や冷凍食品に

加工され調理に

用いられます。


