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午 後 午 後

午 前 午 前
中華風おこわ ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal サンマーメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal
すまし汁（葱・はんぺん） 春巻き
こいのぼりミートローフ 小松菜と人参のナムル
さやえんどうの和マヨ和え 果物(バナナ)
果物(苺)

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 489 kcal ベーグル ｴﾈﾙｷﾞｰ 468 kcal
野菜とベーコンのスープ パンプキンスープ
ウインナーソテー タンドリーチキン
野菜ときのこのサラダ トマトいかサラダ
果物（グレープフルーツ） ゼリー

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
海老ピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal 鮭ピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
チンゲン菜のスープ 野菜スープ
野菜とチーズのサラダ ささみの三色巻きフライ
果物(バナナ) ﾂﾅとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのサラダ

果物(メロン)
食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ

親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcal 胡麻ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 472 kcal
味噌汁（大根・わかめ） 味噌汁（キャベツ・わかめ
きゅうりのゆかりあえ 高野豆腐の煮物
ブロッコリーのサラダ ほうれん草のひじきサラダ
果物(オレンジ) 果物（グレープフルーツ）

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
鮭と若布のおにぎり ｴﾈﾙｷﾞｰ 487 kcal ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
わかめと麩のスープ かきたま汁
鶏の唐揚げ レバーのカレー風味揚げ
マカロニサラダ バン・サン・スー
果物(セミノール） 果物(オレンジ)

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
豚汁うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal 煮込みうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 487 kcal
れんこんのしんじょあげ 牛乳
野菜のナムル コーンサラダ
果物(甘夏) 果物(バナナ)

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.3 ｇ
ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 482 kcal 納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
すまし汁（わかめ・豆腐） 味噌汁(豆腐･葱)
さわらのごまみそ焼き たらの和マヨ焼き
野菜ののり和え 糸こんにゃくのナムル
果物（グレープフルーツ） 果物（グレープフルーツ）

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.3 ｇ
ほうれん草ロール ｴﾈﾙｷﾞｰ 460 kcal 牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 484 kcal
コーンチャウダー きのこのトマトスープ
ポークケチャップ ポテトコロッケ
イタリアンサラダ ささみとやさいのサラダ
ゼリー 果物(オレンジ)

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
五目チャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 487 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 489 kcal タンパク質 19.3 g
チキンときのこのスープ 17.2 g 食塩相当量 1.7 g
ソーセージサラダ 今月の地場農産物：たまご・きゃべつ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.8 ｇ
かやくご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal
味噌汁（キャベツ・もやし
肉豆腐
ブロッコリーの昆布和え
果物(セミノール）

食塩相当量 1.9 ｇ
食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal
ポトフ
ミートボール
春きゃべつのサラダ
果物（グレープフルーツ）

食塩相当量 1.8 ｇ
磯うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 470 kcal
きすの天ぷら
野菜の胡麻和え
果物(バナナ)

食塩相当量 1.7 ｇ
もち麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal
きぬさやと春雨のスープ
厚揚げの和風マーボー煮
チョレギ風サラダ
果物(甘夏)

食塩相当量 1.1 ｇ
ピースご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 479 kcal
味噌汁（玉葱・もやし）
鯵のかば焼き
切干大根の煮物
果物(オレンジ)

食塩相当量 1.8 ｇ
チキン照り焼き丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal
わかめと卵のスープ
大根サラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.3 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 489 kcal タンパク質 19.3 g

17.2 g 食塩相当量 1.7 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 18.7 ｇ
／

脂　質 18.4 ｇ
土

21
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／三温
糖／かたくり粉／白ご
ま（すり）／食パン(6
枚切り）／有塩バター
／粉糖

牛乳／鶏小間／きざみ
のり／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)

わけぎ／葉ねぎ／だい
こん／きゅうり／バナ
ナ

牛乳
◆フレンチトースト

牛乳
クラッカー

たんぱく質 18.6 ｇ
／

脂　質 15.1 ｇ
金

20
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま(いり）
／サラダ油／薄力粉

十勝ヨーグルト／かた
くちいわし(煮干し)／
鯵三枚おろし／さつま
揚げ／油揚げ／牛乳／
たまご

グリンピース／ﾌﾞﾗｯｸ
ﾏｯﾍﾟもやし／玉葱／
しょうが／にんじん／
切干しだいこん／バレ
ンシアオレンジ／ポッ
カ１００レモン／干し
ぶどう

牛乳
◆人参ケーキ

ヨーグルト

たんぱく質 18.2 ｇ
／

脂　質 14.5 ｇ
木

19
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／おおむぎ
(米粒麦）／普通はる
さめ(乾)／かたくり粉
／ごま油／白ごま(い
り）／三温糖／コーン
フレーク

生揚げ／豚ひき肉／き
ざみのり／牛乳／カル
ピス／ヨーグルト(全
脂無糖)

さやえんどう／生しい
たけ(菌床栽培、生)／
だいこん／ねぎ／しょ
うが／キャベツ／きゅ
うり／にんじん／なつ
みかん／いちご

牛乳
◆カルピスパフェ

麦茶
塩せんべい

たんぱく質 20.4 ｇ
／

脂　質 17.9 ｇ
水

18
★ハードビスケット／
うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／黒ごま
（すり）／ブリオッ
シュ／グラニュー糖／
マーマレード(低糖度)
／粉糖

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)／きす／
たまご／ｸﾘ-ﾑ(乳脂肪･
植物性脂肪）

にんじん／玉葱／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／ほうれ
んそう／バナナ

牛乳
◆マリトッツォ

牛乳
ビスケット

たんぱく質 19.7 ｇ
／

脂　質 17.8 ｇ
火

17
マカロニ／三温糖／食
パン(8枚切り)／ジャ
ム／じゃがいも／パン
粉(乾燥)／かたくり粉
／有塩バター／サラダ
油／もち米／水稲穀粒
(精白米)

牛乳／きな粉(大豆）
／ウィンナー／豚ひき
肉／たまご／パルメザ
ンチーズ

にんじん／玉葱／セロ
リー／グリンピース
(冷凍)／キャベツ／ス
ナップえんどう／グ
レープフルーツ

◆麦茶
◆きなこおはぎ

牛乳
◆マカロニきな粉

たんぱく質 19.5 ｇ
／

脂　質 19.6 ｇ
月

16
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／糸こんにゃ
く／三温糖／しらたき
／ごま油／パイ皮／グ
ラニュー糖

牛乳／油揚げ／きざみ
のり／かたくちいわし
(煮干し)／焼き豆腐／
豚小間／サラダ竹輪／
塩昆布／たまご

ごぼう／にんじん／
キャベツ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／ねぎ／ブロッ
コリー／きゅうり／セ
ミノール

牛乳
◆シュガーパイ

牛乳
ウエハース

たんぱく質 19.5 ｇ
／

脂　質 18.7 ｇ
土

14
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／ごま
油／三温糖／サラダ油
／太白ごま油／薄力粉
／グラニュー糖

牛乳／豚小間／かに風
味かまぼこ／たまご／
鶏小間／魚肉ソ－セ－
ジ

青ピーマン／ねぎ／に
んじん／えのきたけ／
キャベツ／きゅうり／
バナナ

牛乳
◆台湾風カステラ

牛乳
クラッカー

たんぱく質 20.4 ｇ
／

脂　質 18.4 ｇ
金

13
マカロニ／三温糖／ほ
うれん草ロール／じゃ
がいも／とうもろこし
缶詰(ｸﾘｰﾑ)／サラダ油
／ゼリー／中華めん
(ゆで)／水稲穀粒(精
白米)／ごま油

牛乳／きな粉(大豆）
／鶏小間／豚小間／
ロースハム／切れてる
チーズ／豚ばら(脂身
付)／あおのり／かつ
お加工品(削り節)

玉葱／にんじん／パセ
リ／マッシュルーム／
にんにく(りん茎)／ブ
ロッコリー／きゅうり
／キャベツ

◆麦茶
◆そばめし

牛乳
◆マカロニきな粉

たんぱく質 17.4 ｇ
／

脂　質 16.0 ｇ
木

12
★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま(いり）
／薄力粉／グラニュー
糖／無塩バター

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)／絹ごし豆腐／か
たくちいわし(煮干し)
／さわら／焼きのり／
たまご

にんじん／しょうが／
ほうれんそう／きゅう
り／グレープフルーツ
／ポッカ１００レモン

牛乳
◆マフィン

牛乳
ビスケット

たんぱく質 20.7 ｇ
／

脂　質 20.7 ｇ
水

11
コーンフレーク／うど
ん(ゆで)／じゃがいも
／かたくり粉／サラダ
油／白ごま（すり）／
ごま油／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／油揚げ
／ちりめんじゃこ／木
綿豆腐／かつお加工品
(削り節)／たまご

玉葱／にんじん／ねぎ
／れんこん／生しいた
け(菌床栽培、生)／こ
ねぎ／ほうれんそう／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／な
つみかん

牛乳
◆セサミビスコッティ

牛乳
コーンフレーク

たんぱく質 19.1 ｇ
／

脂　質 16.9 ｇ
火

10
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／小町麩／か
たくり粉／サラダ油／
マカロニ／薄力粉／三
温糖／ごま油

牛乳／塩ざけ／わかめ
ご飯の素／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／た
まご／豚ひき肉

きゅうり／にんじん／
セミノール／干し椎茸
／ねぎ／たけのこ(ゆ
で)／しょうが

牛乳
◆肉まん

牛乳
ウエハース

たんぱく質 20.7 ｇ
／

脂　質 17.2 ｇ
月

9
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／サンドイッチ用食パ
ン／薄力粉／パン粉
(乾燥)／サラダ油

牛乳／鶏小間／たまご
／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)／プレスハム／豚
ひき肉

玉葱／ねぎ／だいこん
／きゅうり／しそ葉
（ゆかり）／ブロッコ
リー／キャベツ／バレ
ンシアオレンジ／にん
じん／青ピーマン

牛乳
◆カレーパン

牛乳
塩せんべい

たんぱく質 18.1 ｇ
／

脂　質 18.8 ｇ
土

7
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／有塩
バター／三温糖／サラ
ダ油／お好み焼き粉

牛乳／むき海老／ウィ
ンナー／切れてるチー
ズ／たまご／豚ひき肉
／あおのり

玉葱／グリンピース
(冷凍)／チンゲンツァ
イ／きゅうり／にんじ
ん／バナナ／キャベツ

牛乳
◆お好み焼き

牛乳
クラッカー

たんぱく質 17.7 ｇ
／

脂　質 17.9 ｇ
金

6
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／じゃがいも
／三温糖／ごま油／薄
力粉

豚小間／ベーコン／
ウィンナー／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／豆
乳（無調製）／鶏小間

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／ほうれんそう／
ブロッコリー／ほんし
めじ／グレープフルー
ツ／だいこん／ねぎ／
生しいたけ(菌床栽
培、生)

◆麦茶
◆すいとん

麦茶
塩せんべい

たんぱく質 19.6 ｇ
／ せんべい

脂　質 13.6 ｇ
月

2
★ハードビスケット／
もち米／水稲穀粒(精
白米)／ごま油／てま
り麩／パン粉(乾燥)／
マヨドレ／かしわもち
／塩せんべい

牛乳／豚小間／かたく
ちいわし(煮干し)／う
ずら卵(全卵）／豚ひ
き肉／牛乳

にんじん／たけのこ
(ゆで)／干し椎茸／ね
ぎ／糸みつば／玉葱／
アスパラガス／スナッ
プえんどう／きゅうり
／いちご

◆麦茶
柏もち

牛乳
ビスケット

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

23
★ハードビスケット／
中華めん(ゆで)／ごま
油／かたくり粉／春巻
きの皮／三温糖／サラ
ダ油／白ごま(いり）
／食パン(6枚切り）

牛乳／豚小間／豚ひき
肉／サラダ竹輪／ピザ
用チーズ／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

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)／たけのこ
／干し椎茸／キャベツ
／こまつな／バナナ／
トマト缶詰(ダイス）
／玉葱

牛乳
◆トマトピザトースト たんぱく質 21.4 ｇ

／
脂　質 18.9 ｇ

月 牛乳
ビスケット

24
マカロニ／三温糖／
ベーグル／有塩バター
／サラダ油／ごま油／
ゼリー／水稲穀粒(精
白米)／薄力粉

牛乳／きな粉(大豆）
／クリーム(乳脂肪)／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／ヨーグルト(全脂無
糖)／いかくん製

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんにく(りん茎)／
きゅうり／セロリー／
トマト／にんじん

◆麦茶
◆めしもち たんぱく質 17.2 ｇ

／
脂　質 13.3 ｇ

火 牛乳
◆マカロニきな粉

25
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／サラダ油／
薄力粉／パン粉(乾燥)
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／三温糖／ごま
油／グラニュー糖

塩ざけ／鶏若鶏肉ささ
身／切れてるチーズ／
たまご／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／ﾎｲｯﾌﾟ
ｸﾘｰﾑ(乳脂肪)／ヨーグ
ルト(全脂無糖)

玉葱／グリンピース／
にんにく(りん茎)／
キャベツ／にんじん／
いんげん／ブロッコ
リー／きゅうり／★メ
ロン(温室)／サンゴー
ルドキウイ

◆麦茶
◆手作りケーキ たんぱく質 20.7 ｇ

／
脂　質 14.7 ｇ

水 麦茶
塩せんべい

26
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／三温糖
／白ごま（すり）／
じゃがいも／薄力粉／
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)／凍り豆腐
／鶏若鶏肉モモ(煮物
用）／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

バナナ／キャベツ／に
んじん／干し椎茸／た
けのこ(ゆで)／ごぼう
／ほうれんそう／グ
レープフルーツ

牛乳
◆みそポテト たんぱく質 17.9 ｇ

／
脂　質 16.5 ｇ

木 麦茶
果物(バナナ)

27
コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／かたく
り粉／サラダ油／普通
はるさめ(乾)／ごま油
／三温糖／薄力粉／グ
ラニュー糖／無塩バ
ター

牛乳／たまご／かたく
ちいわし(煮干し)／豚
肝臓／ロースハム

ねぎ／スナップえんど
う／しょうが／きゅう
り／バレンシアオレン
ジ

牛乳
◆カトルカール たんぱく質 18.4 ｇ

／
脂　質 18.4 ｇ

金 牛乳
コーンフレーク

28
ソーダクラッカー／う
どん(ゆで)／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／水稲
穀粒(精白米)／白ごま
(いり）

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)／しらす干
し(微乾燥品)

りんご 濃縮還元
ジュース／にんじん／
玉葱／キャベツ／きゅ
うり／バナナ

牛乳
◆しらすおにぎり たんぱく質 19.9 ｇ

／
脂　質 16.2 ｇ

土 りんごジュース
クラッカー

30
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／糸こんにゃ
く／白ごま（すり）／
ごま油／三温糖／オー
トミール／薄力粉／無
塩バター

牛乳／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)／た
ら／ロースハム／たま
ご

ねぎ／玉葱／ほうれん
そう／にんじん／グ
レープフルーツ

牛乳
◆オートミールクッキー たんぱく質 18.5 ｇ

／
脂　質 17.6 ｇ

月 牛乳
塩せんべい

たんぱく質 20.7 ｇ
／

脂　質 17.7 ｇ
火 牛乳

コーンフレーク

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

31
コーンフレーク／ぎゅ
うにゅうぱん／三温糖
／じゃがいも／薄力粉
／パン粉(乾燥)／サラ
ダ油／白ごま(いり）
／水稲穀粒(精白米)／
ごま油

牛乳／ベーコン(ブ
ロックタイプ)／豚ひ
き肉／たまご／鶏若鶏
肉ささ身／しらす干し
(微乾燥品)／パルメザ
ンチーズ／あおのり

ぶなしめじ／玉葱／
キャベツ／トマト缶詰
(ホール）／アスパラ
ガス／きゅうり／にん
じん／りょくとうもや
し／バレンシアオレン
ジ

◆麦茶
◆しらすのごはんおやき

じゃがいも

南アメリカのアンデス地方が原産で、世界中

で食べられています。日本では春先から初夏

にかけて収穫されるものを新じゃがと呼びま

す。様々な品種と特性があり、粘りが少なく

粉質の男爵いもはコロッケや粉ふきいもに向

いており、粘りがあり煮崩れしにくいメーク

インは煮込み料理に向いています。料理だけ

でなく、ポテトチップスや片栗粉など、幅広

い用途で使われています。



令和4年　　5月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第三保育園 令和4年　　5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
ちゅうかふうおこわ ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal さんまーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 567 kcal
すましじる はるまき
こいのぼりみーとろーふ こまつなにんじんのなむ
さやえんどうのまよあえ ばなな
いちご

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 555 kcal べーぐる ｴﾈﾙｷﾞｰ 558 kcal
やさいとべーこんのすーぷ ぱんぷきんすーぷ
ういんなーそてー たんどりーちきん
やさいきのこさらだ とまといかさらだ
ぐれーぷふるーつ ぜりー

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
えびぴらふ ｴﾈﾙｷﾞｰ 556 kcal しゃけぴらふ ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal
ちんげんさいのすーぷ やさいすーぷ
やさいとちーずのさらだ ちきんろーるふらい
ばなな ぶろっこりーのさらだ

めろん
食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ

おやこどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 562 kcal ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 556 kcal
みそしる みそしる
きゅうりのゆかりあえ こうやとうふのにもの
ぶろっこりーのさらだ ほうれんそうひじきさらだ
おれんじ ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 2.7 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
さけとわかめのおにぎり ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 560 kcal
むぎちゃ かきたまじる
とりのからあげ ればーのかれーふうみあげ
まかろにさらだ ばん・さん・すー
せみのーる おれんじ

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
とんじるうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal にこみうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 555 kcal
れんこんのしんじょあげ ぎゅうにゅう
やさいのなむる こーんさらだ
あまなつ ばなな

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
ひじきごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 560 kcal なっとうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal
すましじる みそしる
さわらのごまみそやき たらのまよやき
やさいののりあえ いとこんにゃくのなむる
ぐれーぷふるーつ ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ
ほうれんそうろーる ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 556 kcal
こーんちゃうだー きのこのとまとすーぷ
ぽーくけちゃっぷ ぽてところっけ
いたりあんさらだ ささみとやさいのさらだ
ぜりー おれんじ

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
ごもくちゃーはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 555 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 559 kcal タンパク質 22.3 g
ちきんときのこのすーぷ 19.6 g 食塩相当量 1.9 g
そーせーじさらだ 今月の地場農産物：たまご・きゃべつ
ばなな ＊4月10日はお弁当給食です♪

食塩相当量 1.9 ｇ
かやくごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 555 kcal
みそしる
にくどうふ
ぶろっこりーのこんぶあえ
せみのーる

食塩相当量 2.1 ｇ
しょくぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 558 kcal
ぽとふ
みーとぼーる
はるきゃべつのさらだ
ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 2.0 ｇ
いそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal
きすのてんぷら
やさいのごまあえ
ばなな

食塩相当量 2.1 ｇ
もちむぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 554 kcal
きぬさやとはるさめすーぷ
あつあげのまーぼーに
ちょれぎふうさらだ
あまなつ

食塩相当量 1.2 ｇ
ぴーすごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal
みそしる
あじのかばやき
きりぼしだいこんのにもの
おれんじ

食塩相当量 2.0 ｇ
ちきんてりやきどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 578 kcal
わかめとたまごのすーぷ
だいこんさらだ
ばなな

食塩相当量 1.4 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 559 kcal タンパク質 22.3 g

19.6 g 食塩相当量 1.9 g

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 23.4 ｇ
／

脂　質 19.8 ｇ
火

31
ぎゅうにゅうぱん／三
温糖／じゃがいも／薄
力粉／パン粉(乾燥)／
サラダ油／白ごま(い
り）／水稲穀粒(精白
米)／ごま油

ベーコン(ブロックタ
イプ)／豚ひき肉／た
まご／鶏若鶏肉ささ身
／しらす干し(微乾燥
品)／パルメザンチー
ズ／あおのり

ぶなしめじ／玉葱／
キャベツ／トマト缶詰
(ホール）／アスパラ
ガス／きゅうり／にん
じん／りょくとうもや
し／バレンシアオレン
ジ

◆むぎちゃ
◆しらすのごはんおやき

たんぱく質 22.7 ｇ
／

脂　質 19.7 ｇ
月

30
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／白ごま
（すり）／ごま油／三
温糖／オートミール／
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)／たら／
ロースハム／牛乳／た
まご

ねぎ／玉葱／ほうれん
そう／にんじん／グ
レープフルーツ

ぎゅうにゅう
◆おーとみーるくっきー

たんぱく質 23.2 ｇ
／

脂　質 19.0 ｇ
土

28
うどん(ゆで)／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／水
稲穀粒(精白米)／白ご
ま(いり）

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)／しらす干
し(微乾燥品)

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆しらすおにぎり

たんぱく質 22.4 ｇ
／

脂　質 20.8 ｇ
金

27
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
普通はるさめ(乾)／ご
ま油／三温糖／薄力粉
／グラニュー糖／無塩
バター

たまご／かたくちいわ
し(煮干し)／豚肝臓／
ロースハム／牛乳

ねぎ／スナップえんど
う／しょうが／きゅう
り／バレンシアオレン
ジ

ぎゅうにゅう
◆かとるかーる

たんぱく質 21.9 ｇ
／

脂　質 21.0 ｇ
木

26
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／三温糖
／白ごま（すり）／
じゃがいも／薄力粉／
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)／凍り豆腐
／鶏若鶏肉モモ(煮物
用）／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

キャベツ／にんじん／
干し椎茸／たけのこ
(ゆで)／ごぼう／ほう
れんそう／グレープフ
ルーツ

ぎゅうにゅう
◆みそぽてと

たんぱく質 23.7 ｇ
／

脂　質 18.2 ｇ
水

25
水稲穀粒(精白米)／サ
ラダ油／薄力粉／パン
粉(乾燥)／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／三温糖
／ごま油／グラニュー
糖

塩ざけ／鶏若鶏肉ささ
身／切れてるチーズ／
たまご／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／ﾎｲｯﾌﾟ
ｸﾘｰﾑ(乳脂肪)／ヨーグ
ルト(全脂無糖)

玉葱／グリンピース／
にんにく(りん茎)／
キャベツ／にんじん／
いんげん／ブロッコ
リー／きゅうり／★メ
ロン(温室)／サンゴー
ルドキウイ

◆むぎちゃ
◆てづくりけーき

たんぱく質 21.0 ｇ
／

脂　質 16.3 ｇ
火

24
ベーグル／有塩バター
／三温糖／サラダ油／
ごま油／ゼリー／水稲
穀粒(精白米)／薄力粉

牛乳／クリーム(乳脂
肪)／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／ヨーグルト(全
脂無糖)／いかくん製

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんにく(りん茎)／
きゅうり／セロリー／
トマト／にんじん

◆むぎちゃ
◆めしもち

たんぱく質 23.3 ｇ
／

脂　質 19.3 ｇ
月

23
中華めん(ゆで)／ごま
油／かたくり粉／春巻
きの皮／三温糖／サラ
ダ油／白ごま(いり）
／食パン(6枚切り）

豚小間／豚ひき肉／サ
ラダ竹輪／牛乳／ピザ
用チーズ／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

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)／たけのこ
／干し椎茸／キャベツ
／こまつな／バナナ／
トマト缶詰(ダイス）
／玉葱

ぎゅうにゅう
◆とまとぴざとーすと

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

22.0 ｇ
／ せんべい

脂　質 13.4 ｇ
月

2
もち米／水稲穀粒(精
白米)／ごま油／てま
り麩／パン粉(乾燥)／
マヨドレ／かしわもち
／塩せんべい

豚小間／かたくちいわ
し(煮干し)／うずら卵
(全卵）／豚ひき肉／
牛乳

にんじん／たけのこ
(ゆで)／干し椎茸／ね
ぎ／糸みつば／玉葱／
アスパラガス／スナッ
プえんどう／きゅうり
／いちご

◆むぎちゃ
かしわもち たんぱく質

21.1 ｇ
／

脂　質 22.5 ｇ
金

6
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／三温糖／
ごま油／薄力粉

豚小間／ベーコン／
ウィンナー／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／豆
乳（無調製）／鶏小間

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／ほうれんそう／
ブロッコリー／ほんし
めじ／グレープフルー
ツ／だいこん／ねぎ／
生しいたけ(菌床栽
培、生)

◆むぎちゃ
◆すいとん たんぱく質

20.8 ｇ
／

脂　質 19.5 ｇ
土

7
水稲穀粒(精白米)／有
塩バター／三温糖／サ
ラダ油／お好み焼き粉

むき海老／ウィンナー
／切れてるチーズ／牛
乳／たまご／豚ひき肉
／あおのり

玉葱／グリンピース
(冷凍)／チンゲンツァ
イ／きゅうり／にんじ
ん／バナナ／キャベツ

ぎゅうにゅう
◆おこのみやき たんぱく質

23.9 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
月

9
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／サンドイッ
チ用食パン／薄力粉／
パン粉(乾燥)／サラダ
油

鶏小間／たまご／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)／プ
レスハム／牛乳／豚ひ
き肉

玉葱／ねぎ／だいこん
／きゅうり／しそ葉
（ゆかり）／ブロッコ
リー／キャベツ／バレ
ンシアオレンジ／にん
じん／青ピーマン

ぎゅうにゅう
◆かれーぱん たんぱく質

22.9 ｇ
／

脂　質 20.3 ｇ
火

10
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
マカロニ／薄力粉／三
温糖／ごま油

塩ざけ／わかめご飯の
素／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／たまご／牛乳
／豚ひき肉

きゅうり／にんじん／
セミノール／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

22.8 ｇ
／

脂　質 22.8 ｇ
水

11
うどん(ゆで)／じゃが
いも／かたくり粉／サ
ラダ油／白ごま（す
り）／ごま油／薄力粉
／強力粉(全粒粉)／無
塩バター／グラニュー
糖／白ごま(いり）

豚小間／油揚げ／ちり
めんじゃこ／木綿豆腐
／かつお加工品(削り
節)／牛乳／たまご

玉葱／にんじん／ねぎ
／れんこん／生しいた
け(菌床栽培、生)／こ
ねぎ／ほうれんそう／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／な
つみかん

ぎゅうにゅう
◆せさみびすこってぃ たんぱく質

22.2 ｇ
／

脂　質 18.7 ｇ
木

12
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま(いり）
／薄力粉／グラニュー
糖／無塩バター

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)／
絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／さわ
ら／焼きのり／牛乳／
たまご

にんじん／しょうが／
ほうれんそう／きゅう
り／グレープフルーツ
／ポッカ１００レモン

ぎゅうにゅう
◆まふぃん たんぱく質

23.5 ｇ
／

脂　質 21.5 ｇ
金

13
ほうれん草ロール／
じゃがいも／とうもろ
こし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／三温
糖／サラダ油／ゼリー
／中華めん(ゆで)／水
稲穀粒(精白米)／ごま
油

鶏小間／牛乳／豚小間
／ロースハム／切れて
るチーズ／豚ばら(脂
身付)／あおのり／か
つお加工品(削り節)

玉葱／にんじん／パセ
リ／マッシュルーム／
にんにく(りん茎)／ブ
ロッコリー／きゅうり
／キャベツ

◆むぎちゃ
◆そばめし たんぱく質

21.1 ｇ
／

脂　質 20.5 ｇ
土

14
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／三温糖／サラダ
油／太白ごま油／薄力
粉／グラニュー糖

豚小間／かに風味かま
ぼこ／たまご／鶏小間
／魚肉ソ－セ－ジ／牛
乳

青ピーマン／ねぎ／に
んじん／えのきたけ／
キャベツ／きゅうり／
バナナ

ぎゅうにゅう
◆たいわんふうかすてら たんぱく質

21.9 ｇ
／

脂　質 21.8 ｇ
月

16
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／三温糖／
しらたき／ごま油／パ
イ皮／グラニュー糖

油揚げ／きざみのり／
かたくちいわし(煮干
し)／焼き豆腐／豚小
間／サラダ竹輪／塩昆
布／牛乳／たまご

ごぼう／にんじん／
キャベツ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／ねぎ／ブロッ
コリー／きゅうり／セ
ミノール

ぎゅうにゅう
◆しゅがーぱい たんぱく質

21.6 ｇ
／

脂　質 19.4 ｇ
火

17
食パン(8枚切り)／
ジャム／じゃがいも／
パン粉(乾燥)／かたく
り粉／有塩バター／サ
ラダ油／もち米／水稲
穀粒(精白米)／三温糖

ウィンナー／豚ひき肉
／たまご／牛乳／パル
メザンチーズ／きな粉
(大豆）

にんじん／玉葱／セロ
リー／グリンピース
(冷凍)／キャベツ／ス
ナップえんどう／グ
レープフルーツ

◆むぎちゃ
◆きなこおはぎ たんぱく質

23.3 ｇ
／

脂　質 19.5 ｇ
水

18
うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／黒ごま
（すり）／ブリオッ
シュ／グラニュー糖／
マーマレード(低糖度)
／粉糖

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)／きす／たまご
／牛乳／ｸﾘ-ﾑ(乳脂肪･
植物性脂肪）

にんじん／玉葱／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／ほうれ
んそう／バナナ

ぎゅうにゅう
◆まりとっつぉ たんぱく質

21.8 ｇ
／

脂　質 18.4 ｇ
木

19
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(米粒麦）／普
通はるさめ(乾)／かた
くり粉／ごま油／白ご
ま(いり）／三温糖／
コーンフレーク

生揚げ／豚ひき肉／き
ざみのり／牛乳／カル
ピス／ヨーグルト(全
脂無糖)

さやえんどう／生しい
たけ(菌床栽培、生)／
だいこん／ねぎ／しょ
うが／キャベツ／きゅ
うり／にんじん／なつ
みかん／いちご

ぎゅうにゅう
◆かるぴすぱふぇ たんぱく質

22.0 ｇ
／

脂　質 19.4 ｇ
金

20
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま(いり）
／サラダ油／薄力粉

かたくちいわし(煮干
し)／鯵三枚おろし／
さつま揚げ／油揚げ／
牛乳／たまご

グリンピース／ﾌﾞﾗｯｸ
ﾏｯﾍﾟもやし／玉葱／
しょうが／にんじん／
切干しだいこん／バレ
ンシアオレンジ／ポッ
カ１００レモン／干し
ぶどう

ぎゅうにゅう
◆にんじんけーき たんぱく質

脂　質 20.1 ｇ
土

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 21.1 ｇ
21

水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／白
ごま（すり）／食パン
(6枚切り）／有塩バ
ター／粉糖

鶏小間／きざみのり／
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

わけぎ／葉ねぎ／だい
こん／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆ふれんちとーすと

／

食事の前と食べ終わったあとに、

食事作りに関わった人や命を分けて

くれた食材への感謝を込めて

「いただきます」「ごちそうさま」

のあいさつをしましょう

いただきます

ごちそうさま

子どもに伝えたい食のマナー

Ｑ アスパラガスの名前はどんな意味?

正解は①。ギリシア語の

「アスパラゴス」が語源で

「新芽」のほか、「たくさ

んに分かれる」「よく裂け

る」といった意味がありま

す。日本には江戸時代に伝

わったといわれています。

① 新芽 ② 若葉 ③ 細茎

Ａ


