
令和4年　　6月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園 令和4年　　6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 488 kcal 親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal
味噌汁(豆腐･玉葱) キャベツとﾍﾞｰｺﾝのスープ
筑前煮 もやしと人参の和え物
野菜のごま和え 果物(バナナ)
果物(メロン)

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
スパゲティーミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 478 kcal わかめと胡麻のごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 482 kcal
コーンスープ 豆腐と春雨のスープ
コールスローサラダ チンジャオロース
こふきいも マカロニサラダ
果物(バナナ) 果物（すいか）

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
炊き込みご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal 肉うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 483 kcal
すまし汁（葱・えのき） はんぺん唐揚げ
カジキマグロのから揚げ グリーンサラダ
大根ときゅうりのサラダ 果物(バナナ)
果物（グレープフルーツ）

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
豚丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 486 kcal もち麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcal
チキンときのこのスープ とうがんスープ
ツナサラダ 麻婆茄子
果物(バナナ) 五色サラダ

ゼリー
食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ

胡麻ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcal ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 kcal
具だくさんスープ 味噌汁(豆腐･葱)
肉団子のカレー煮 鰤の照り焼き
野菜の塩昆布あえ ほうれん草と人参のお浸し
果物（すいか） 果物(オレンジ)

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
五穀米ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 482 kcal チーズパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 484 kcal
味噌汁(じゃが芋･わかめ) 野菜スープ
鶏肉となすの南蛮漬け 鶏のトマト煮
野菜のナムル ポテトサラダ
果物(オレンジ) 果物（グレープフルーツ）

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal
南瓜のポタージュ わかめと葱のスープ
スパニッシュオムレツ コーンサラダ
アスパラとトマトのサラダ 果物(バナナ)
果物(バナナ)

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
タンメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 488 kcal ちらし寿司 ｴﾈﾙｷﾞｰ 480 kcal
焼売 すまし汁（葱・てまり麩）
切干大根のサラダ とり天
ゼリー 小松菜のお浸し

果物（メロン）
食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ

そら豆のごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 487 kcal もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 483 kcal
すまし汁（わかめ・花麩） ツナチーズ餃子
スズキのごま焼き チョレギ風サラダ
ソーセージサラダ 果物(バナナ)
果物（グレープフルーツ）

食塩相当量 1.3 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
チキン照り焼き丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal チキンピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 490 kcal
なるとのスープ きのこのスープ
ツナと大根サラダ ミルフィーユカツ
果物(バナナ) 野菜とチーズのサラダ

果物（キウイフルーツ）
食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.2 ｇ

干しいもパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 480 kcal ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcal
たまごと野菜のスープ 味噌汁（玉葱・もやし）
ミートグラタン 鰆の和マヨ焼き
キャベツサラダ 大根と油揚げのサラダ
果物(メロン) 果物(グレープフルーツ)

食塩相当量 1.4 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 486 kcal タンパク質 18.7 g
味噌汁（なす・玉葱） 17.4 g 食塩相当量 1.7 g
いわしのパン粉焼き
春雨サラダ ※今月の地場産物：たまご・キャベツ・きゅうり・トマト・なす
果物（キウイフルーツ）

食塩相当量 1.9 ｇ
焼肉丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 487 kcal
チキンスープ
野菜の和マヨあえ
きゅうり華風和え
ゼリー

食塩相当量 1.8 ｇ
ジャージャー麺 ｴﾈﾙｷﾞｰ 476 kcal
もやしと若布のスープ
ゴーヤサラダ
焼きスナップエンドウ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.6 ｇ
ピースご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 477 kcal
人参とえのきのスープ
鯵フライ
ささみと大根のサラダ
果物（グレープフルーツ）

食塩相当量 1.3 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 486 kcal タンパク質 18.7 g

17.4 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 18.8 ｇ
／

脂　質 19.1 ｇ
木 牛乳

クラッカー

30
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／ごま
油／三温糖／食パン
(市販品）／グラ
ニュー糖／甘納豆(あ
ずき)

牛乳／かたくちいわし
(煮干し)／さわら／油
揚げ／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(植物
性脂肪)

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／玉
葱／だいこん／きゅう
り／梅干／グレープフ
ルーツ

牛乳
◆水無月風トースト

19.9 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)／糸こん
にゃく／サラダ油／三
温糖／黒ごま(いり）
／黒砂糖／薄力粉／★
プレミックス粉

牛乳／わかめご飯の素
／絹ごし豆腐／かたく
ちいわし(煮干し)／鶏
若鶏肉モモ(煮物用）
／★たまご

玉葱／にんじん／たけ
のこ(ゆで)／れんこん
／生しいたけ(菌床栽
培、生)／キャベツ／
きゅうり／メロン(温
室)

牛乳
18

たんぱく質

脂　質

たんぱく質 18.2 ｇ ◆チヂミ

たんぱく質

18.2 ｇ
／ ／

脂　質 17.2

★ビスケット／水稲穀粒
(精白米)／白ごま(い
り）／普通はるさめ(乾)
／サラダ油／ごま油／マ
カロニ／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／薄力粉／上新
粉

牛乳／わかめご飯の素
／絹ごし豆腐／★たま
ご／豚肩ロース(脂身
付)／★ロースハム／
豚ひき肉 脂　質 19.2 ｇ

木 麦茶 月 牛乳
ウエハース ビスケット

玉葱／干し椎茸／青
ピーマン／たけのこ
(ゆで)／しょうが／ね
ぎ／きゅうり／にんじ
ん／スイカ／にら

◆麦茶
◆フレンチトースト

18.5 ｇ
水 牛乳 土 牛乳

ビスケット クラッカー

／ ／
脂　質 17.5

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

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
◆サーターアンダギー たんぱく質 18.6 ◆トマトピザトースト

ｇ

たんぱく質 19.3 ｇ
／ ／

脂　質 16.7

★スティックパン／うど
ん／かたくり粉／サラダ
油／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／三温糖／水稲穀
粒(精白米)／白ごま(い
り）／ごま油

牛乳／豚小間／油揚げ
／かたくちいわし(煮
干し)／★はんぺん／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／豚ひき肉 ｇ

◆ビビンバおにぎり

ｇ

3
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／サ
ラダ油／ごま油／小町
麩／有塩バター／グラ
ニュー糖

十勝ヨーグルト／鶏若
鶏肉ひき肉／油揚げ／
きざみのり／かたくち
いわし(煮干し)／めか
じき／牛乳

にんじん／ねぎ／えの
きたけ／だいこん／
きゅうり／梅干／グ
レープフルーツ

牛乳
21

ｇ

2
★ウエハース／スパゲッ
ティ／サラダ油／とうも
ろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)(ﾎｰﾙ)
／かたくり粉／じゃがい
も／★食パン／三温糖／
有塩バター／粉糖

豚ひき肉／★たまご／
★ロースハム／牛乳

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／バナ
ナ

◆麦茶
20

たんぱく質 18.0

脂　質 17.3
金 麦茶 火 牛乳

ヨーグルト スティックパン

玉葱／ねぎ／にんじん
／にんにく(りん茎)／
アスパラガス／きゅう
り／バナナ／ほうれん
そう

◆麦茶
◆お麩ラスク たんぱく質 20.9 ｇ

ｇ
／ ／

脂　質 16.3

塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／おおむぎ(米
粒麦）／ごま油／かたく
り粉／普通はるさめ(乾)
／三温糖／ゼリー／★プ
チパン／サラダ油／グラ
ニュー糖

牛乳／豚小間／かたく
ちいわし(煮干し)／豚
ひき肉／★プレスハム
／★たまご／きな粉
(大豆） 脂　質 17.2 ｇ

土 牛乳 水 牛乳
クラッカー 塩せんべい

とうがん／にんじん／
いんげん／なす／ねぎ
／しょうが／にんにく
(りん茎)／きゅうり

牛乳
◆チーズ蒸しパン たんぱく質

たんぱく質 18.5 ｇ
／ ／

脂　質 18.9

★ウエハース／水稲穀
粒(精白米)／三温糖／
薄力粉／無塩バター／
グラニュー糖／ジャム

干ひじき／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)／
ぶり／かつお節／牛乳 脂　質 17.9 ｇ

月 牛乳 木 麦茶
塩せんべい ウエハース

にんじん／ねぎ／しょ
うが／ほうれんそう／
ミネオラオレンジ

牛乳

18.5 ｇ ◆きな粉揚げパン

ｇ

4
クラッカー／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／ご
ま油／★プレミックス
粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／無塩バ
ター

牛乳／豚小間／鶏小間
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)／切れてるチー
ズ／パルメザンチーズ
／★たまご

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
22

たんぱく質 17.9 ｇ
／ ／

脂　質 16.4

コーンフレーク／★チー
ズパン／三温糖／オリー
ブ油／じゃがいも／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／水
稲穀粒(精白米)／白ごま
（すり）

牛乳／★ベーコン／鶏
若鶏肉モモ(皮付き)／
★ロースハム

脂　質 16.7 ｇ
火 牛乳 金 牛乳

◆マカロニきな粉 コーンフレーク

キャベツ／にんじん／
玉葱／トマト缶詰
(ホール）／セロリー
／にんにく(りん茎)／
きゅうり／グレープフ
ルーツ

牛乳

◆フルーツサンド たんぱく質 18.6 ｇ ◆スコーン

ｇ

6
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／白ごま(い
り）／普通はるさめ(乾)
／かたくり粉／パン粉
(乾燥)／ごま油／★サン
ドイッチ用食パン／グラ
ニュー糖

牛乳／★たまご／豚ひ
き肉／塩昆布／ﾎｲｯﾌﾟｸ
ﾘｰﾑ(植物性脂肪)

にんじん／玉葱／ほうれ
んそう／干し椎茸／しょ
うが／きゅうり／キャベ
ツ／スイカ／温州蜜柑缶
詰(果肉)／もも(缶詰果
肉)／パインアップル(缶
詰)

牛乳
23

たんぱく質 16.2 ｇ
／ ／

脂　質 19.1

クラッカー／水稲穀粒
(精白米)／じゃがいも
／サラダ油／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／★食
パン

豚小間／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／まぐろ
缶詰／牛乳／スライス
チーズ／焼きのり

脂　質 15.9 ｇ
水 牛乳 土 りんごジュース

ビスケット クラッカー

りんご 濃縮還元
ジュース／玉葱／にん
じん／ねぎ／キャベツ
／きゅうり／バナナ

牛乳

◆もっちり豆腐マフィン たんぱく質 18.6 ｇ ◆五平餅

ｇ

7
マカロニ／三温糖／水稲
穀粒(精白米)／五穀米の
素／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／グラニュー糖／無塩
バター

牛乳／きな粉／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／絹ご
し豆腐／★たまご／牛
乳

なす／青ピーマン／に
んにく(りん茎)しょう
が／ほうれんそう／ﾌﾞ
ﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／にん
じん／バレンシアオレ
ンジ

牛乳
24

◆バターシュガースティック たんぱく質 19.1 ｇ ◆のりチーズサンド

ｇ

8
★ビスケット／★食パン
／ジャム／とうもろこし
缶詰(ｸﾘｰﾑ)／じゃがいも
／サラダ油／春巻きの皮
／有塩バター／グラ
ニュー糖

牛乳／鶏小間／たまご
／ロースハム

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／青ピーマン
／アスパラガス／トマ
ト／バナナ

牛乳
25

ｇ

ｇ

9
★スティックパン／中華
めん(ゆで)／ごま油／
しゅうまいの皮／かたく
り粉／白ごま(いり）／
ゼリー／水稲穀粒(精白
米)

牛乳／豚小間／豚ひき
肉／たまご／ロースハ
ム／しらす干し(微乾
燥品)

キャベツ／にんじん／も
やし／チンゲンツァイ／
干し椎茸／ねぎ／たけの
こ／しょうが／グリン
ピース／切干しだいこん
／きゅうり／梅干

◆麦茶

◆バナナオムレット たんぱく質 18.4 ｇ

／
脂　質 15.7

木 牛乳
スティックパン

◆梅としらすのおにぎり たんぱく質 19.1

ｇ

10
★ウエハース／水稲穀粒
／花麩／白ごま(いり）
／黒ごま(いり）／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／三
温糖／サラダ油／プレ
ミックス粉／有塩バター
／グラニュー糖

牛乳／湯通し塩蔵わか
め／かたくちいわし
(煮干し)／すずき／魚
肉ソ－セ－ジ／たまご
／ｸﾘ-ﾑ(植物性脂肪)

そらまめ／キャベツ／
きゅうり／グレープフ
ルーツ／バナナ

牛乳

◆メープルバターサンド たんぱく質 18.8

／
脂　質 17.0

11
クラッカー／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／ご
ま油／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／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
なると／まぐろ缶詰

わけぎ／ねぎ／だいこ
ん／きゅうり／バナナ

牛乳

金 牛乳
ウエハース

土 牛乳
クラッカー

／

／
脂　質 19.6

◆コロンコロンドーナツ たんぱく質 18.3

ｇ

13
★ビスケット／ほしいも
ぱん／オリーブ油／マカ
ロニ／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／三温糖／サラダ
油／ごま油／薄力粉／グ
ラニュー糖

牛乳／たまご／豚ひき
肉／ピザ用チーズ／プ
レスハム

ズッキーニ／玉葱／ト
マト缶詰(ダイス）／
キャベツ／きゅうり／
メロン(温室)

牛乳

14
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／パン粉(乾燥)
／オリーブ油／普通はる
さめ(乾)／ごま油／三温
糖／グラニュー糖／★ビ
スケット／ジャム

牛乳／絹ごし豆腐／煮干
し／まいわし／パルメザ
ンチーズ／ロースハム／
ヨーグルト／クリーム
チーズ／クリーム／ゼラ
チン

なす／玉葱／にんにく
(りん茎)／きゅうり／
にんじん／サンゴール
ドキウイ

◆麦茶

月 牛乳
ビスケット

火 牛乳
塩せんべい

／

◆レアチーズケーキ 18.2

◆マシュマロおこし たんぱく質 18.9 ｇ

ｇ

15
★ウエハース／水稲穀粒
／かたくり粉／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／三温糖
／ごま油／ゼリー／マ
シュマロ／有塩バター／
コーンフレーク

牛乳／豚肩(脂身付き)
／鶏小間／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

玉葱／しょうが／にん
にく(りん茎)／にんじ
ん／えのきたけ／ほう
れんそう／干し椎茸／
キャベツ／きゅうり

牛乳

木 麦茶
塩せんべい

／

◆チャーハン

／

16
塩せんべい／中華めん
／三温糖／ごま油／か
たくり粉／白ごま（す
り）／白ごま(いり）
／オリーブ油／水稲穀
粒

豚ひき肉／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／まぐ
ろ缶詰／かつお節／鶏
若鶏肉ひき肉／★たま
ご

ねぎ／きゅうり／にん
にく／しょうが／もや
し／にがうり／にんじ
ん／スナップえんどう
／バナナ／キャベツ

◆麦茶

水 牛乳
ウエハース

17
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)／グラ
ニュー糖／無塩バター

十勝ヨーグルト／鯵三
枚おろし／★たまご／
鶏若鶏肉ささ身／油揚
げ／牛乳

グリンピース／にんじ
ん／えのきたけ／チン
ゲンツァイ／だいこん
／きゅうり／グレープ
フルーツ

牛乳

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

金 麦茶
ヨーグルト

／

◆マドレーヌ

ｇ

ｇ

脂　質 15.6

脂　質 18.9

たんぱく質 18.9 ｇ

ｇ

ｇ

ｇ脂　質 14.2

たんぱく質 18.4

ｇ

ｇ脂　質 18.4

たんぱく質

脂　質 17.5

ｇ

27
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／白
ごま(いり）／てまり
麩／薄力粉／かたくり
粉／サラダ油／パイ皮
／ジャム

牛乳／油揚げ／きざみ
のり／たまご／かたく
ちいわし(煮干し)／鶏
若鶏肉胸(皮なし)／か
つお加工品(かつお節)

にんじん／たけのこ／
干し椎茸／スナップえ
んどう／ねぎ／しょう
が／にんにく(りん茎)
／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
こまつな／メロン

牛乳
◆ジャムパイ たんぱく質 18.3 ｇ

／
脂　質 16.4 ｇ

月 牛乳
塩せんべい

28
マカロニ／三温糖／中
華めん(ゆで)／かたく
り粉／ぎょうざの皮／
サラダ油／白ごま(い
り）／ごま油／水稲穀
粒(精白米)

牛乳／きな粉(大豆）
／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／わかめご飯の素／
塩ざけ

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

◆麦茶
◆鮭とわかめのおにぎり たんぱく質 19.7 ｇ

／
脂　質 14.4 ｇ

火 牛乳
◆マカロニきな粉

たんぱく質 19.6 ｇ
／

脂　質 19.8 ｇ
水 牛乳

ウエハース

29
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／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／グラ
ニュー糖

牛乳／鶏若鶏肉ひき肉
／豚ロース(脂身付き)
／たまご／切れてる
チーズ／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳
脂肪)

玉葱／にんじん／グリ
ンピース／えのきたけ
／ねぎ／ぶなしめじ／
キャベツ／きゅうり／
サンゴールドキウイ／
ゼリー

◆麦茶
◆手作りケーキ

6月4日～10日は

「歯と口の健康週間」です

食事には歯と口の健康が欠かせま

せん。よく噛んで食べることを心

がけ、食後の歯磨きも習慣づけま

しょう。おやつには、飴やガムな

ど砂糖を含む歯にくっつきやすい

ものを控え、煮干しやせんべいな

ど歯ごたえのあるものを選ぶこと

がおすすめです。

そら豆
古代エジプトでは、4000年以上も前から

食用として栽培されていたといわれてい

ます。5月から6月が旬で、さやの内側が

綿のようになっているのが特徴です。

鮮度が落ちるのが早いので、さやにつや

があり変色していないものを選び、

購入後すぐに食べましょう。
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午 後 午 後

午 前 午 前
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal おやこどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal
みそしる きゃべつのすーぷ
ちくぜんに もやしとにんじのあえもの
やさいのごまあえ ばなな
めろん

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ
すぱげてぃーみーとそーす ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal わかめとごまのごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal
こーんすーぷ とうふとはるさめのすーぷ
こーるすろーさらだ ちんじゃおろーす
こふきいも まかろにさらだ
ばなな すいか

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
たきこみごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal にくうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal
すましじる はんぺんからあげ
かじきまぐろのからあげ ぐりーんさらだ
だいこんきゅうりのさらだ ばなな
ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ
ぶたどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal もちむぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal
ちきんときのこのすーぷ とうがんすーぷ
つなさらだ まーぼーなす
ばなな ごしきさらだ

ぜりー
食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal ひじきごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal
ぐだくさんすーぷ みそしる
にくだんごのかれーに ぶりのてりやき
やさいのこんぶあえ ほうれんそのおひたし
すいか おれんじ

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ
ごこくまいごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 562 kcal ちーずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 562 kcal
みそしる やさいすーぷ
とりにくとなすのなんばんづけ とりのとまとに
やさいのなむる ぽてとさらだ
おれんじ ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
しょくぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 562 kcal かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal
かぼちゃのぽたーじゅ わかめとねぎのすーぷ
すぱにっしゅおむれつ こーんさらだ
あすぱらととまとのさらだ ばなな
ばなな

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
たんめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 574 kcal ちらしずし ｴﾈﾙｷﾞｰ 557 kcal
しゅうまい すましじる
きりぼしだいこんのさらだ とりてん
ぜりー こまつなのおひたし

めろん
食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ

そらまめのごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 559 kcal
すましじる つなちーずぎょうざ
すずきのごまやき ちょれぎふうさらだ
そーせーじさらだ ばなな
ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
ちきんてりやきどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 577 kcal ちきんぴらふ ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal
なるとのすーぷ きのこのすーぷ
つなとだいこんさらだ みるふぃーゆかつ
ばなな やさいとちーずのさらだ

きういふるーつ
食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ

ほしいもぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal
たまごとやさいのすーぷ みそしる
みーとぐらたん さわらのまよやき
きゃべつさらだ だいこんのさらだ
めろん ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 579 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 571 kcal タンパク質 21.9 g
みそしる 19.6 g 食塩相当量 2.0 g
いわしのぱんこやき
はるさめさらだ ※今月の地場産物：たまご・キャベツ・きゅうり・トマト・なす
きういふるーつ

食塩相当量 2.2 ｇ
やきにくどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 273 kcal
ちきんすーぷ
やさいのわまよあえ
きゅうりのかふうあえ
ぜりー

食塩相当量 2.0 ｇ
じゃーじゃーめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 576 kcal
もやしとわかめのすーぷ
ごーやさらだ
やきすなっぷえんどう
ばなな

食塩相当量 1.7 ｇ
ぴーすごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 564 kcal
にんじんとえのきのすーぷ
あじふらい
ささみとだいこんのさらだ
ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 1.7 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 571 kcal タンパク質 21.9 g

19.6 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 22.9 ｇ
／

脂　質 21.6 ｇ
木

30
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／三温糖／食パン
(市販品）／グラ
ニュー糖／甘納豆(あ
ずき)

かたくちいわし(煮干
し)／さわら／油揚げ
／牛乳／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(植
物性脂肪)

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／玉
葱／だいこん／きゅう
り／梅干／グレープフ
ルーツ

ぎゅうにゅう
◆みなずきふうとーすと

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 22.5 ｇ
／

脂　質 19.9 ｇ
金

17
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)／グラ
ニュー糖／無塩バター

鯵三枚おろし／たまご
／鶏若鶏肉ささ身／油
揚げ／牛乳

グリンピース／にんじ
ん／えのきたけ／チン
ゲンツァイ／だいこん
／きゅうり／グレープ
フルーツ

ぎゅうにゅう
◆まどれーぬ

たんぱく質 23.0 ｇ
／

脂　質 17.8 ｇ
木

16
中華めん／三温糖／ご
ま油／かたくり粉／白
ごま（すり）／白ごま
(いり）／オリーブ油
／水稲穀粒(精白米)

豚ひき肉／湯通し塩蔵
わかめ／まぐろ缶詰／
かつお節／鶏若鶏肉ひ
き肉／たまご

ねぎ／きゅうり／にん
にく／しょうが／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／にがう
り／にんじん／スナッ
プえんどう／バナナ／
キャベツ

◆むぎちゃ
◆ちゃーはん

21.3 ｇ
／

脂　質 18.8 ｇ
水

15
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／ゼリー／マシュマロ
／有塩バター／コーンフ
レーク

豚肩(脂身付き)／鶏小
間／まぐろ缶詰(油漬ﾌ
ﾚｰｸﾗｲﾄ)／牛乳

玉葱／しょうが／にん
にく(りん茎)／にんじ
ん／えのきたけ／ほう
れんそう／干し椎茸／
キャベツ／きゅうり

ぎゅうにゅう
◆ましゅまろおこし たんぱく質

14
水稲穀粒／パン粉／オ
リーブ油／普通はるさ
め(乾)／ごま油／三温
糖／グラニュー糖／ビ
スケット／ジャム

絹ごし豆腐／煮干し／ま
いわし／パルメザンチー
ズ／ロースハム／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／牛乳

なす／玉葱／にんにく
(りん茎)／きゅうり／
にんじん／サンゴール
ドキウイ

◆むぎちゃ
◆れあちーずけーき たんぱく質 21.1 ｇ

／
脂　質 20.1 ｇ

火

◆ころんころんどーなつ たんぱく質 20.7 ｇ
13

ほしいもぱん／オリー
ブ油／マカロニ／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／サラダ油／ご
ま油／薄力粉／グラ
ニュー糖

たまご／豚ひき肉／ピ
ザ用チーズ／プレスハ
ム／牛乳

ズッキーニ／玉葱／ト
マト缶詰(ダイス）／
キャベツ／きゅうり／
メロン(温室)

ぎゅうにゅう

／
脂　質 21.1 ｇ

月

たんぱく質 21.1 ｇ

ｇ

11
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／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／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／なると
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)／牛乳

わけぎ／ねぎ／だいこ
ん／きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう

／
脂　質 20.6

土

◆めーぷるばたーさんど

23.4 ｇ

ｇ19.1

8
食パン／ジャム／とう
もろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／
じゃがいも／サラダ油
／春巻きの皮／有塩バ
ター／グラニュー糖

鶏小間／牛乳／たまご
／ロースハム

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／青ピーマン
／アスパラガス／トマ
ト／バナナ

ぎゅうにゅう

10
水稲穀粒／花麩／白ごま
(いり）／黒ごま(いり）
／とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／三温糖／サラダ油／
プレミックス粉／有塩バ
ター／グラニュー糖

湯通し塩蔵わかめ／か
たくちいわし(煮干し)
／すずき／魚肉ソ－セ
－ジ／牛乳／たまご／
ｸﾘ-ﾑ(植物性脂肪)

そらまめ／キャベツ／
きゅうり／グレープフ
ルーツ／バナナ

ぎゅうにゅう

／
脂　質

金

◆ばななおむれっと たんぱく質

◆うめとしらすのおにぎり たんぱく質 22.6 ｇ

土

9
中華めん(ゆで)／ごま
油／しゅうまいの皮／
かたくり粉／白ごま
(いり）／ゼリー／水
稲穀粒(精白米)

豚小間／豚ひき肉／た
まご／ロースハム／し
らす干し(微乾燥品)

キャベツ／にんじん／も
やし／チンゲンツァイ／
干し椎茸／ねぎ／たけの
こ／しょうが／グリン
ピース／切干しだいこん
／きゅうり／梅干

◆むぎちゃ

／
脂　質 17.3

木
ｇ

27

７ たんぱく質 21.0 ｇ ◆のりちーずさんど

ｇ

ベーコン／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／ロースハ
ム／牛乳

25

6
水稲穀粒／白ごま(い
り）／普通はるさめ／
かたくり粉／パン粉
(乾燥)／ごま油／サン
ドイッチ用食パン／グ
ラニュー糖

たまご／豚ひき肉／牛
乳／塩昆布／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰ
ﾑ(植物性脂肪)

にんじん／玉葱／ほうれ
んそう／干し椎茸／しょ
うが／きゅうり／キャベ
ツ／スイカ／温州蜜柑缶
詰(果肉)／もも(缶詰果
肉)／パインアップル(缶
詰)

ぎゅうにゅう
23

たんぱく質 20.8 ｇ
／ ／

脂　質 20.8

水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／サラダ油
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／サンドイッチ
用食パン

豚小間／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／スライスチーズ
／焼きのり 脂　質 20.0 ｇ

水

火 金

キャベツ／にんじん／
玉葱／トマト缶詰
(ホール）／セロリー
／にんにく(りん茎)／
きゅうり／グレープフ
ルーツ

ぎゅうにゅう
7

水稲穀粒／五穀米の素
／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／グラニュー糖
／無塩バター

湯通し塩蔵わかめ／か
たくちいわし(煮干し)
／鶏若鶏肉モモ／牛乳
／絹ごし豆腐／たまご
／牛乳

なす／青ピーマン／に
んにく／しょうが／ほ
うれんそう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／にんじん／
バレンシアオレンジ

ぎゅうにゅう

／ ／
脂　質 19.3

チーズパン／三温糖／
オリーブ油／じゃがい
も／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／水稲穀粒(精白
米)／白ごま（すり）

◆もっちりとうふまふぃん たんぱく質 22.1

◆ふるーつさんど たんぱく質 21.2 ｇ ◆すこーん

ｇ

脂　質

脂　質

20.2

21.6

ｇ ◆ごへいもち

ｇ

24

ぎゅうにゅう
22

／ ／

／ ／
脂　質 20.7

水稲穀粒(精白米)／三
温糖／薄力粉／無塩バ
ター／グラニュー糖／
ジャム

干ひじき／油揚げ／絹
ごし豆腐／湯通し塩蔵
わかめ／かたくちいわ
し(煮干し)／ぶり／か
つお節／牛乳月 木

にんじん／ねぎ／しょ
うが／ほうれんそう／
ミネオラオレンジ

ぎゅうにゅう

／ ／
脂　質

土 水

とうがん／にんじん／
いんげん／なす／ねぎ
／しょうが／にんにく
(りん茎)／きゅうり

ぎゅうにゅう
◆ちーずむしぱん たんぱく質 21.5 ｇ ◆きなこあげぱん

ｇ

4
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／プレ
ミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)
／無塩バター

豚小間／鶏小間／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)
／牛乳／切れてるチー
ズ／パルメザンチーズ
／たまご

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

3
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／サ
ラダ油／ごま油／小町
麩／有塩バター／グラ
ニュー糖

鶏若鶏肉ひき肉／油揚
げ／きざみのり／かた
くちいわし(煮干し)／
めかじき／牛乳

にんじん／ねぎ／えの
きたけ／だいこん／
きゅうり／梅干／グ
レープフルーツ

ぎゅうにゅう
21

脂　質 18.7

水稲穀粒／おおむぎ／
ごま油／かたくり粉／
普通はるさめ／三温糖
／ゼリー／プチパン／
サラダ油／グラニュー
糖

豚小間／かたくちいわ
し(煮干し)／豚ひき肉
／プレスハム／たまご
／牛乳／きな粉(大
豆）

金 火

玉葱／ねぎ／にんじん
／にんにく(りん茎)／
アスパラガス／きゅう
り／バナナ／ほうれん
そう

◆むぎちゃ
◆おふらすく たんぱく質 22.1

木 月

玉葱／干し椎茸／青
ピーマン／たけのこ
(ゆで)／しょうが／ね
ぎ／きゅうり／にんじ
ん／スイカ／にら

◆むぎちゃ
◆ふれんちとーすと

ｇ
／

2
スパゲッティ／サラダ
油／とうもろこし缶詰
(ｸﾘｰﾑ)(ﾎｰﾙ)／かたく
り粉／じゃがいも／食
パン／三温糖／有塩バ
ター／粉糖

豚ひき肉／たまご／
ロースハム／牛乳

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／バナ
ナ

◆むぎちゃ

脂　質 20.6

水稲穀粒／白ごま(い
り）／普通はるさめ／
サラダ油／ごま油／マ
カロニ／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力粉／
上新粉

わかめご飯の素／絹ご
し豆腐／たまご／豚肩
ロース(脂身付)／ロー
スハム／豚ひき肉

1
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／サラダ油
／三温糖／黒ごま(い
り）／黒砂糖／薄力粉
／プレミックス粉(ﾎｯﾄ
ｹｰｷ用)

わかめご飯の素／絹ご
し豆腐／かたくちいわ
し(煮干し)／鶏若鶏肉
モモ(煮物用）／牛乳
／たまご

玉葱／にんじん／たけ
のこ(ゆで)／れんこん
／生しいたけ(菌床栽
培、生)／キャベツ／
きゅうり／メロン(温
室)

ぎゅうにゅう
18

／ ／
脂　質 18.8

◆さーたーあんだぎー たんぱく質 21.4

ｇ
水 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 21.1 ｇ

ｇ脂　質 18.1

20
たんぱく質 22.1 ｇ ◆ちぢみ

／
脂　質 20.7 ｇ

20.7

うどん／かたくり粉／
サラダ油／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／三温糖
／水稲穀粒／白ごま
(いり）／ごま油

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
はんぺん／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／豚ひ
き肉

◆びびんばおにぎり

ｇ

ｇ

23.0 ｇ

栄  養  価

ｇ

20.8 ｇ

たんぱく質

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
◆とまとぴざとーすと

20.3 ｇ脂　質

たんぱく質

たんぱく質 20.7 ｇ

脂　質 18.9 ｇ

たんぱく質 22.7 ｇ

ｇ

ｇ

たんぱく質 21.9 ｇ

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

水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま(いり）
／てまり麩／薄力粉／
かたくり粉／サラダ油
／パイ皮／ジャム

油揚げ／きざみのり／
たまご／かたくちいわ
し(煮干し)／鶏若鶏肉
胸(皮なし)／かつお加
工品(かつお節)／牛乳

にんじん／たけのこ／干
し椎茸／スナップえんど
う／ねぎ／しょうが／に
んにく／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／こまつな／メロン

ぎゅうにゅう
◆じゃむぱい たんぱく質 23.6 ｇ

／
脂　質 17.8 ｇ

月

28
中華めん(ゆで)／かた
くり粉／ぎょうざの皮
／サラダ油／白ごま
(いり）／ごま油／水
稲穀粒(精白米)

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／わかめご飯の素／
塩ざけ

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

◆むぎちゃ
◆さけとわかめのおにぎり たんぱく質 22.0 ｇ

／
脂　質 15.2 ｇ

火

たんぱく質 22.1 ｇ
／

脂　質 21.9 ｇ
水

29
水稲穀粒(精白米)／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／グラニュー糖

鶏若鶏肉ひき肉／豚
ロース(脂身付き)／た
まご／切れてるチーズ
／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂肪)

玉葱／にんじん／グリン
ピース／えのきたけ／ね
ぎ／ぶなしめじ／キャベ
ツ／きゅうり／サンゴー
ルドキウイ／ゼリー

◆むぎちゃ
◆てづくりけーき

子どもと一緒にやってみよう

梅シロップ作り

5月から6月ごろに出回る青梅と氷砂糖で、簡単に梅シロップが

作れます。準備する青梅と氷砂糖は同量が基本。まず、梅につ

いている黒いヘタを、竹串を使って取り除きます。その後さっ

と水洗いし、一つずつ梅の水気をふき取ります。熱湯消毒して

乾かした瓶に、青梅と氷砂糖を交互に入れれば準備完了。冷暗

所で保存し、1日に2～3回くるくると回して氷砂糖を溶かし、

1週間から10日ほどでシロップの完成です。


