
令和4年　　9月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園 令和4年　　9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
ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal ベーグル ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal
味噌汁(とうがん･わかめ) ジュリアンヌスープ
豚肉のさざれ焼き メンチカツ
しらすいり中華サラダ パンプキンサラダ
果物(オレンジ) 果物(オレンジ)

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 1.3 ｇ
タンメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal 栗ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal
鶏の塩こんぶ唐揚げ 味噌汁(ねぎ･とうふ)
小松菜と人参のナムル さんまのかば焼き
果物(梨) ちくわのごま和え

果物(梨)
食塩相当量 1.4 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

豚の甘酢丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal もち麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal
豆腐の中華スープ たまごとえのきのスープ
大根サラダ 豆腐の中華煮
果物(バナナ) ささみと大根のサラダ

果物(りんご)
食塩相当量 1.2 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ

わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal 親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 481 kcal
味噌汁(小松菜･油あげ) キャベツとﾍﾞｰｺﾝのスープ
鰤の照り焼き もやしと人参の和え物
とうがんのあんかけ 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 1.7 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal 肉うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal
すまし汁（わかめ・豆腐） 竹輪の磯辺揚げ
松風焼き 小松菜のごまネーズあえ
春雨サラダ 果物（グレープフルーツ）
果物(オレンジ)

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
干しいもパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal 納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal
コーンポタージュ 味噌汁（なす・小町麩）
レバーフライ 和風つくね焼き
キャベツサラダ 切干大根の煮物
果物(梨) 果物(りんご)

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
胡麻ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal パンプキンカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 526 kcal
味噌汁（もやし・油揚げ） ズッキーニのスープ
高野豆腐の煮物 ミートボール
野菜の和風ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え りんごとキャベツのサラダ
果物(りんご) 果物(柿)

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
月見うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal バーガーパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 498 kcal
タラの梅風味天ぷら ソーセージスープ
かぼちゃの含煮 白身魚のフライ
果物(バナナ) コールスローサラダ

ゼリー
食塩相当量 1.3 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ

麻婆丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal
もやしと若布のスープ すまし汁（わかめ・お麩）
チョレギ風サラダ なすと豚肉の味噌炒め
果物(バナナ) 五色サラダ

果物(梨)
食塩相当量 1.2 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

舞茸ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 502 kcal タンパク質 19.6 g
味噌汁（大根・わかめ） 17.9 g 食塩相当量 1.7 g
れんこんのしんじょあげ
野菜のゆかり和え 今月の地場産物：たまご・たまねぎ・にんじん・かぼちゃ・くり
ゼリー

食塩相当量 1.9 ｇ
食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal
キャベツスープ
豚と野菜のトマト煮込み
スパゲティーサラダ
果物(梨)

食塩相当量 2.1 ｇ
かやくご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal
なめこ汁
名古屋チキン
ほうれん草のおかか和え
果物(オレンジ)

食塩相当量 1.8 ｇ
もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal
焼き餃子
さきいかサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.9 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal
すまし汁（葱・えのき）
鮭の味噌バター煮
野菜の磯和え
果物(りんご)

食塩相当量 1.9 ｇ
煮込みうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal
牛乳
コーンサラダ
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） 502 kcal タンパク質 19.6 g

17.9 g 食塩相当量 1.7 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

ｇ

ｇ

17
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)／かつお
加工品(かつお節)

りんご 濃縮還元
ジュース／にんじん／
ねぎ／ほうれんそう／
キャベツ／きゅうり／
バナナ

牛乳

土 りんごジュース
クラッカー

／
脂　質 16.5

◆しらすおかかおにぎり たんぱく質 18.8

／
脂　質 17.4

◆ショートブレッド たんぱく質 19.2 ｇ

ｇ

16
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／有塩
バター／薄力粉

牛乳／きな粉(大豆）
／かたくちいわし(煮
干し)／しろさけ／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／サラダ竹輪／焼
きのり

ねぎ／えのきたけ／ほ
うれんそう／きゅうり
／にんじん／りんご

金 牛乳
◆マカロニきな粉

ｇ

ｇ

15
★ハードビスケット／
中華めん(ゆで)／かた
くり粉／ぎょうざの皮
／白ごま（すり）／★
プチパン／サラダ油／
グラニュー糖

牛乳／豚小間／豚ひき
肉／さきいか

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／にん
じん／チンゲンツァイ／
キャベツ／にら／にんに
く(りん茎)／しょうが／
ごぼう／だいこん／きゅ
うり／バナナ

牛乳

木 牛乳
ビスケット

牛乳

水 牛乳
コーンフレーク

／
脂　質 17.0

◆揚げパン たんぱく質 18.8

／
脂　質 18.2

◆レアチーズケーキ たんぱく質 19.1 ｇ

ｇ

14
コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／糸こん
にゃく／三温糖／薄力
粉／白ごま(いり）／
グラニュー糖／★ハー
ドビスケット／ジャム

牛乳／油揚げ／きざみのり
／絹ごし豆腐／かたくちい
わし(煮干し)／鶏若鶏肉モ
モ／かつお加工品／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

ごぼう／にんじん／な
めこ／あさつき／にん
にく(りん茎)／ほうれ
んそう／えのきたけ／
バレンシアオレンジ

ｇ

ｇ

13
塩せんべい／★食パン
(市販品）／ジャム／
じゃがいも／三温糖／
スパゲッティ／黒砂糖
／薄力粉／ラード

キャンディーチーズ／
ベーコン／豚小間／★
ロースハム／牛乳／★
たまご

キャベツ／玉葱／パセ
リ／にんじん／なす／
セロリー／ズッキーニ
／赤ピーマン／きゅう
り／日本なし／干しぶ
どう

牛乳

火 麦茶
チーズ

牛乳

月 牛乳
ウエハース

／
脂　質 20.8

◆マーラーカオ たんぱく質 19.4

／
脂　質 17.4

◆アップルパイ たんぱく質 19.1 ｇ

ｇ

12
★ウエハース／水稲穀
粒(精白米)／三温糖／
かたくり粉／サラダ油
／ゼリー／グラニュー
糖／パイ皮

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)／むき海老
／木綿豆腐／かつお加工品
(削り節)／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

まいたけ／にんじん／だい
こん／れんこん／生しいた
け(菌床栽培、生)／こねぎ
／きゅうり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／キャベツ／しそ葉（ゆ
かり）／りんご

牛乳

脂　質 14.6 ｇ
土 牛乳 金 麦茶

クラッカー 塩せんべい

なす／青ピーマン／
きゅうり／にんじん／
日本なし／玉葱／にん
にく(りん茎)

牛乳
◆クリームチーズサンド たんぱく質 18.7 ｇ ◆チーズミートトースト

ｇ

10
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(い
り）／★サンドイッチ用
食パン／いちごジャム
(低糖度)／グラニュー糖

牛乳／木綿豆腐／豚ひ
き肉／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／★たまご
／きざみのり／クリー
ムチーズ

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
りょくとうもやし／
キャベツ／きゅうり／
バナナ

牛乳
30

脂　質 22.0 ｇ
金 牛乳 木 牛乳

スティックパン ◆マカロニきな粉

たんぱく質 19.9 ｇ
／ ／

脂　質 16.8

塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／てまり麩／
三温糖／サラダ油／普
通はるさめ(乾)／ごま
油／★食パン(6枚切
り）

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／豚小間／
★プレスハム／★たま
ご／牛乳／豚ひき肉／
ピザ用チーズ

にんじん／玉葱／ぶな
しめじ／キャベツ／バ
ナナ／ポッカ１００レ
モン

牛乳
◆きび団子 たんぱく質 20.6 ｇ ◆バナナマフィン

ｇ

9
★スティックパン／う
どん(ゆで)／薄力粉／
サラダ油／三温糖／き
び(精白粒）／水稲穀
粒(精白米)

牛乳／★たまご／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)
／たら／★たまご／き
な粉(大豆）

にんじん／玉葱／ねり
うめ／西洋かぼちゃ／
バナナ

牛乳
29

脂　質 20.8 ｇ
木 ヨーグルト 水 牛乳

ウエハース

たんぱく質 18.6 ｇ
／ ／

脂　質 14.3

マカロニ／三温糖／★
バーガーパン／薄力粉
／パン粉(乾燥)／サラ
ダ油／ゼリー／グラ
ニュー糖

牛乳／きな粉(大豆）
／ウィンナー／むきか
れい／★たまご／★
ロースハム

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／えのきたけ
／ズッキーニ／りんご
／干しぶどう／キャベ
ツ／きゅうり／かき
(甘がき)／ぶどう

◆麦茶
◆ゼッポリーネ たんぱく質 21.9 ｇ ◆手作りケーキ

ｇ

8
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／サラダ
油／三温糖／白ごま
（すり）／強力粉(１
等)／薄力粉

十勝ヨーグルト／油揚
げ／かたくちいわし
(煮干し)／凍り豆腐／
鶏小間／サラダ竹輪／
牛乳／あおのり

りょくとうもやし／に
んじん／干し椎茸／た
けのこ(ゆで)／ごぼう
／キャベツ／きゅうり
／りんご

牛乳
28

脂　質 14.6 ｇ
水 牛乳 火 牛乳

果物(バナナ) コーンフレーク

たんぱく質 19.7 ｇ
／ ／

脂　質 17.7

★ウエハース／水稲穀
粒(精白米)／パン粉
(乾燥)／サラダ油／薄
力粉／グラニュー糖

牛乳／豚小間／鶏小間
／★たまご／豚ひき肉
／★ロースハム／ﾎｲｯ
ﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂肪)／カル
ピス

なす／玉葱／にんじん
／ねぎ／しょうが／切
干しだいこん／りんご

牛乳
◆チャーハン たんぱく質 19.0 ｇ ◆大学いも

ｇ

7
★ほしいもぱん／とうもろ
こし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／クルトン／
薄力粉／パン粉(乾燥)／サ
ラダ油／三温糖／ごま油／
水稲穀粒(精白米)

牛乳／豚肝臓／★たま
ご／まぐろ缶詰(油漬ﾌ
ﾚｰｸﾗｲﾄ)／焼き豚

バナナ／玉葱／キャベ
ツ／レッドキャベツ／
きゅうり／日本なし／
ねぎ

◆麦茶
27

脂　質 18.4 ｇ
火 牛乳 月 牛乳

ビスケット ビスケット

たんぱく質 19.4 ｇ
／ ／

脂　質 17.3

コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／小町麩
／かたくり粉／三温糖
／さつまいも／サラダ
油／黒ごま(いり）

牛乳／挽きわり納豆／
かたくちいわし(煮干
し)／鶏若鶏肉ひき肉
／木綿豆腐／干ひじき
(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／油揚
げ

玉葱／ねぎ／ぶなしめ
じ／こまつな／りょく
とうもやし／にんじん
／グレープフルーツ／
ごぼう

◆麦茶
◆大葉のジェノバトースト たんぱく質 20.8 ｇ ◆鶏飯おにぎり

ｇ

6
★ハードビスケット／水
稲穀粒(精白米)／パン粉
(乾燥)／三温糖／白ごま
(いり）／普通はるさめ
(乾)／ごま油／★食パン
(市販品）／オリーブ油

牛乳／湯通し塩蔵わかめ／
絹ごし豆腐／かたくちいわ
し(煮干し)／鶏若鶏肉ひき
肉／★たまご／★ロースハ
ム／ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ(ﾓｯﾂｧﾚﾗ)／パ
ルメザンチーズ

玉葱／きゅうり／にん
じん／バレンシアオレ
ンジ／ミニトマト／し
そ葉

牛乳
26

脂　質 17.9 ｇ
月 麦茶 土 牛乳

塩せんべい クラッカー

たんぱく質 20.8 ｇ
／ ／

脂　質 18.3

★ハードビスケット／
うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／白ごま
(いり）／水稲穀粒(精
白米)／三温糖

牛乳／豚小間／油揚げ
／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)／鶏小
間／きざみのり

玉葱／ねぎ／キャベツ
／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
きゅうり／にんじん／
バナナ／トマト缶詰
(ダイス）

牛乳
◆紅茶のパウンドケーキ たんぱく質 18.9 ｇ ◆トマトピザトースト

ｇ

5
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／か
たくり粉／無塩バター
／メープルシロップ／
薄力粉

わかめご飯の素／油揚
げ／かたくちいわし
(煮干し)／ぶり／鶏若
鶏肉ひき肉／牛乳／牛
乳／★たまご

こまつな／ねぎ／しょ
うが／とうがん／にん
じん／グレープフルー
ツ

牛乳
24

脂　質 18.0 ｇ
土 牛乳 木 麦茶

クラッカー チーズ

たんぱく質 19.8 ｇ
／ ／

脂　質 18.2

ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／三温
糖／白ごま（すり）／
ごま油／★食パン(6枚
切り）

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)

えのきたけ／たけのこ／に
んじん／干し椎茸／グリン
ピース／しょうが／にんに
く／だいこん／きゅうり／
りんご／はくさい／チンゲ
ンツァイ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし

牛乳
◆おからクッキー たんぱく質 19.0 ｇ ◆あんかけ焼きそば

ｇ

3
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／かた
くり粉／三温糖／サラ
ダ油／ごま油／白ごま
（すり）／薄力粉／粉
糖／無塩バター

牛乳／豚小間／絹ごし
豆腐／★たまご／しら
す干し(微乾燥品)／お
から(新製法)

キャベツ／ねぎ／だい
こん／きゅうり／バナ
ナ

牛乳
22

脂　質 17.4 ｇ
金 麦茶 水 牛乳

チーズ コーンフレーク

たんぱく質 20.1 ｇ
／ ／

脂　質 20.0

塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／おおむぎ
(米粒麦）／サラダ油
／ごま油／かたくり粉
／蒸し中華めん／三温
糖

キャンディーチーズ／
★たまご／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／木綿
豆腐／豚小間／鶏若鶏
肉ささ身／油揚げ／牛
乳

ねぎ／しょうが／キャ
ベツ／ほうれんそう／
にんじん／日本なし

牛乳
◆ヨーグルトムース たんぱく質 20.5 ｇ ◆キャラメルラスク

ｇ

2
塩せんべい／中華めん
(ゆで)／ごま油／かた
くり粉／サラダ油／白
ごま(いり）／グラ
ニュー糖／ゼリー

キャンディーチーズ／
豚小間／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／塩昆布／牛
乳／プレーンヨーグル
ト／ゼラチン／クリー
ム(乳脂肪)

キャベツ／にんじん／
玉葱／チンゲンツァイ
／にんにく(りん茎)／
ポッカ１００レモン／
こまつな／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／日本なし

牛乳
21

脂　質 16.7 ｇ
木 牛乳 火 牛乳

ウエハース ウエハース

たんぱく質 18.3 ｇ
／ ／

脂　質 19.6

コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／日本ぐ
り／三温糖／薄力粉／
白ごま（すり）／★食
パン(6枚切り）／有塩
バター

牛乳／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)／さんま／サ
ラダ竹輪

／ ／
脂　質 19.9

★ウエハース／ベーグ
ル／パン粉(乾燥)／薄
力粉／サラダ油／もち
米／水稲穀粒(精白米)
／三温糖

牛乳／豚ひき肉／★た
まご／牛乳／★ロース
ハム／あずき(乾）

だいこん／にんじん／
玉葱／セロリー／パセ
リ／キャベツ／西洋か
ぼちゃ／きゅうり／バ
レンシアオレンジ

◆麦茶
◆メロンパントースト たんぱく質 19.9 ｇ ◆おはぎ

ｇ

1
★ウエハース／水稲穀
粒(精白米)／三温糖／
パン粉(乾燥)／ごま油
／★食パン(8枚切り)
／有塩バター／強力粉
(１等)

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)／豚小間／し
らす干し(微乾燥品)

にんじん／とうがん／
にんにく(りん茎)／チ
ンゲンツァイ／きゅう
り／赤ピーマン／バレ
ンシアオレンジ／レモ
ン(果汁､生)

牛乳
20

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 19.4 ｇ

日
／
曜

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

生乳を発酵させたものがチー

ズやヨーグルトで、脂肪を分

離させたものがバターです。

基本は冷蔵保存ですが、加熱

して使うチーズやバターは冷

凍も可能です。ヨーグルトは

乳製品

常備食材の豆知識

振動によりホエー（分離した液体）が出るので、

冷蔵庫のドアポケットに入れるのは避けましょう。

～今月の献立から～

ゼッポリーネ･･･イタリア・ナポリ地方の料理。

やわらかいピザ生地に青のりなど海藻を入れて

発酵させたものを小さく丸めて油で揚げたもの

大葉のジェノバトースト･･･園庭で採れた大葉

をミキサーでジェノベーゼソース風にします。

同じく園庭のプチトマトでトマトソースをつく

り食パンに塗ってピザトースト風に仕上げます。

はと組さんにお手伝いしてもらいます♪



令和4年　　9月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第三保育園 令和4年　　9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
ひじきごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 572 kcal べーぐる ｴﾈﾙｷﾞｰ 568 kcal
みそしる じゅりあんぬすーぷ
ぶたにくのさざれやき めんちかつ
しらすいりちゅうかさらだ ぱんぷきんさらだ
おれんじ おれんじ

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
たんめん ｴﾈﾙｷﾞｰ 562 kcal くりごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal
とりのしおこんぶからあげ みそしる
こまつなのなむる さんまのかばやき
なし ちくわのごまあえ

なし
食塩相当量 1.2 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ

ぶたのあまずどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 567 kcal もちむぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal
とうふのちゅうかすーぷ たまごとえのきのすーぷ
だいこんさらだ とうふのちゅうかに
ばなな ささみとだいこんのさらだ

りんご
食塩相当量 1.3 ｇ 食塩相当量 1.2 ｇ

わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 569 kcal おやこどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 562 kcal
みそしる（こまつな） きゃべつとべーこんすーぷ
ぶりのてりやき もやしとにんじのあえもの
とうがんのあんかけ ばなな
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 566 kcal にくうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 563 kcal
すましじる ちくわのいそべあげ
まつかぜやき こまつなのごままよあえ
はるさめさらだ ぐれーぷふるーつ
おれんじ

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
ほしいもぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal なっとうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal
こーんぽたーじゅ みそしる
ればーふらい わふうつくねやき
きゃべつさらだ きりぼしだいこんのにもの
なし りんご

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 562 kcal ぱんぷきんかれー ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal
みそしる ずっきーのすーぷ
こうやとうふのにもの みーとぼーる
やさいわふうまよねｰず りんごときゃべつのさらだ
りんご かき

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
つきみうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal ばーがーぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal
たらのうめふうみてんぷら そーせーじすーぷ
かぼちゃのふくめに しろみざかなのふらい
ばなな こーるすろーさらだ

ぜりー
食塩相当量 1.3 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

まーぼーどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 576 kcal ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal
もやしとわかめのすーぷ すましじる
ちょれぎふうさらだ なすとぶたにくみそいため
ばなな ごしきさらだ

なし
食塩相当量 1.4 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ

まいたけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 567 kcal タンパク質 22.6 g
みそしる 20.0 g 食塩相当量 1.8 g
れんこんのしんじょあげ
やさいのゆかりあえ 今月の地場産物：たまご・たまねぎ・にんじん・かぼちゃ・くり
ぜりー

食塩相当量 2.0 ｇ
しょくぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal
きゃべつスープ
ぶたとやさいのとまとに
すぱげてぃーさらだ
なし

食塩相当量 2.0 ｇ
かやくごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 569 kcal
なめこじる
なごやちきん
ほうれんそうのおかかあえ
おれんじ

食塩相当量 1.9 ｇ
もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 565 kcal
やきぎょうざ
さきいかさらだ
ばなな

食塩相当量 2.2 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 562 kcal
すましじる
さけのみそばたーに
やさいのいそあえ
りんご

食塩相当量 2.1 ｇ
にこみうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 561 kcal
ぎゅうにゅう
こーんさらだ
ばなな

食塩相当量 1.5 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 567 kcal タンパク質 22.6 g

20.0 g 食塩相当量 1.8 g

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

30
水稲穀粒(精白米)／て
まり麩／三温糖／サラ
ダ油／普通はるさめ
(乾)／ごま油／★食パ
ン(6枚切り）

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／豚小間／
★プレスハム／★たま
ご／牛乳／豚ひき肉／
ピザ用チーズ

なす／青ピーマン／
きゅうり／にんじん／
日本なし／玉葱／にん
にく(りん茎)

ぎゅうにゅう
◆ちーずみーととーすと たんぱく質 24.5 ｇ

／
脂　質 19.1 ｇ

金

29
★バーガーパン／薄力
粉／パン粉(乾燥)／サ
ラダ油／ゼリー／グラ
ニュー糖

ウィンナー／むきかれ
い／★たまご／★ロー
スハム／牛乳

にんじん／玉葱／ぶな
しめじ／キャベツ／バ
ナナ／ポッカ１００レ
モン

ぎゅうにゅう
◆ばななまふぃん たんぱく質 23.6 ｇ

／
脂　質 23.4 ｇ

木

28
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／サラダ油
／薄力粉／グラニュー
糖

豚小間／鶏小間／★た
まご／豚ひき肉／牛乳
／★ロースハム／ﾎｲｯ
ﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂肪)／カル
ピス

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんじん／えのきたけ
／ズッキーニ／りんご
／干しぶどう／キャベ
ツ／きゅうり／かき
(甘がき)／ぶどう

◆むぎちゃ
◆てづくりけーき たんぱく質 21.5 ｇ

／
脂　質 22.3 ｇ

水

27
水稲穀粒(精白米)／小
町麩／かたくり粉／三
温糖／さつまいも／サ
ラダ油／黒ごま(い
り）

糸引納豆／かたくちい
わし(煮干し)／鶏若鶏
肉ひき肉／木綿豆腐／
干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／油揚げ／牛乳

なす／玉葱／にんじん
／ねぎ／しょうが／切
干しだいこん／りんご

ぎゅうにゅう
◆だいがくいも たんぱく質 22.0 ｇ

／
脂　質 16.1 ｇ

火

26
うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／白ごま
(いり）／水稲穀粒(精
白米)／三温糖

豚小間／油揚げ／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)／鶏小間／きざみ
のり

玉葱／ねぎ／ぶなしめ
じ／こまつな／りょく
とうもやし／にんじん
／グレープフルーツ／
ごぼう

◆むぎちゃ
◆とりめしおにぎり たんぱく質 24.6 ｇ

／
脂　質 20.7 ｇ

月

24
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
／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
きゅうり／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 たんぱく質 22.6 ｇ

／
脂　質 19.4 ｇ

土

22
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(米粒麦）／サ
ラダ油／ごま油／かた
くり粉／蒸し中華めん
／三温糖

★たまご／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／木綿
豆腐／豚小間／鶏若鶏
肉ささ身／油揚げ／牛
乳

えのきたけ／たけのこ／に
んじん／干し椎茸／グリン
ピース／しょうが／にんに
く／だいこん／きゅうり／
りんご／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 22.9 ｇ

／
脂　質 21.1 ｇ

木

21
水稲穀粒(精白米)／日
本ぐり／三温糖／薄力
粉／白ごま（すり）／
★食パン(6枚切り）／
有塩バター

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)
／さんま／サラダ竹輪
／牛乳

ねぎ／しょうが／キャ
ベツ／ほうれんそう／
にんじん／日本なし

ぎゅうにゅう
◆きゃらめるらすく たんぱく質 21.2 ｇ

／
脂　質 21.8 ｇ

水

20
ベーグル／パン粉(乾
燥)／薄力粉／サラダ
油／もち米／水稲穀粒
(精白米)／三温糖

豚ひき肉／★たまご／
牛乳／★ロースハム／
あずき(乾）

だいこん／にんじん／
玉葱／セロリー／パセ
リ／キャベツ／西洋か
ぼちゃ／きゅうり／バ
レンシアオレンジ

◆むぎちゃ
◆おはぎ たんぱく質 21.5 ｇ

／
脂　質 16.6 ｇ

火

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 22.2 ｇ
／

脂　質 22.6 ｇ
木

1
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／パン粉(乾燥)／
ごま油／★食パン(8枚
切り)／有塩バター／
強力粉(１等)

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)／豚小間／しらす
干し(微乾燥品)／牛乳

にんじん／とうがん／
にんにく(りん茎)／チ
ンゲンツァイ／きゅう
り／赤ピーマン／バレ
ンシアオレンジ／レモ
ン(果汁､生)

ぎゅうにゅう
◆めろんぱんとーすと

たんぱく質 24.4 ｇ
／

脂　質 23.8 ｇ
金

2
中華めん(ゆで)／ごま
油／かたくり粉／サラ
ダ油／白ごま(いり）
／グラニュー糖／ゼ
リー

豚小間／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／塩昆布／牛
乳／プレーンヨーグル
ト／ゼラチン／クリー
ム(乳脂肪)

キャベツ／にんじん／
玉葱／チンゲンツァイ
／にんにく(りん茎)／
ポッカ１００レモン／
こまつな／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／日本なし

ぎゅうにゅう
◆よーぐるとむーす

たんぱく質 21.3 ｇ
／

脂　質 21.9 ｇ
土

3
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／三温糖／サ
ラダ油／ごま油／白ご
ま（すり）／薄力粉／
粉糖／無塩バター

豚小間／絹ごし豆腐／
★たまご／しらす干し
(微乾燥品)／牛乳／お
から(新製法)

キャベツ／ねぎ／だい
こん／きゅうり／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆おからくっきー

たんぱく質 22.8 ｇ
／

脂　質 22.8 ｇ
月

5
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／無
塩バター／メープルシ
ロップ／薄力粉

わかめご飯の素／油揚
げ／かたくちいわし
(煮干し)／ぶり／鶏若
鶏肉ひき肉／牛乳／牛
乳／★たまご

こまつな／ねぎ／しょ
うが／とうがん／にん
じん／グレープフルー
ツ

ぎゅうにゅう
◆こうちゃのけーき

たんぱく質 23.8 ｇ
／

脂　質 19.2 ｇ
火

6
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／三温糖／
白ごま(いり）／普通
はるさめ(乾)／ごま油
／★食パン(市販品）
／オリーブ油

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)／鶏若鶏肉ひ
き肉／★たまご／牛乳／★
ロースハム／ﾅﾁｭﾗﾙﾁｰｽﾞ(ﾓｯ
ﾂｧﾚﾗ)／パルメザンチーズ

玉葱／きゅうり／にん
じん／バレンシアオレ
ンジ／ミニトマト／し
そ葉

ぎゅうにゅう
◆おおばとーすと

たんぱく質 24.0 ｇ
／

脂　質 18.6 ｇ
水

7
★ほしいもぱん／とうもろ
こし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／クルトン／
薄力粉／パン粉(乾燥)／サ
ラダ油／三温糖／ごま油／
水稲穀粒(精白米)

牛乳／豚肝臓／★たま
ご／まぐろ缶詰(油漬ﾌ
ﾚｰｸﾗｲﾄ)／焼き豚

玉葱／キャベツ／レッ
ドキャベツ／きゅうり
／日本なし／ねぎ

◆むぎちゃ
◆ちゃーはん

たんぱく質 23.5 ｇ
／

脂　質 22.0 ｇ
木

8
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／サラダ
油／三温糖／白ごま
（すり）／強力粉(１
等)／薄力粉

油揚げ／かたくちいわ
し(煮干し)／凍り豆腐
／鶏小間／サラダ竹輪
／牛乳／あおのり

りょくとうもやし／に
んじん／干し椎茸／た
けのこ(ゆで)／ごぼう
／キャベツ／きゅうり
／りんご

ぎゅうにゅう
◆ぜっぽりーね

たんぱく質 24.9 ｇ
／

脂　質 13.9 ｇ
金

9
うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／三温糖／
きび(精白粒）／水稲
穀粒(精白米)

★たまご／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)／たら
／★たまご／牛乳／き
な粉(大豆）

にんじん／玉葱／ねり
うめ／西洋かぼちゃ／
バナナ

ぎゅうにゅう
◆きびだんご

たんぱく質 21.1 ｇ
／

脂　質 17.7 ｇ
土

10
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／ごま油／白
ごま(いり）／★サン
ドイッチ用食パン／い
ちごジャム(低糖度)／
グラニュー糖

木綿豆腐／豚ひき肉／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／★たまご／き
ざみのり／牛乳／ク
リームチーズ

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
りょくとうもやし／
キャベツ／きゅうり／
バナナ

ぎゅうにゅう
◆ちーずじゃむさんど

たんぱく質 21.4 ｇ
／

脂　質 18.2 ｇ
月

12
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／サ
ラダ油／ゼリー／グラ
ニュー糖／パイ皮

油揚げ／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／かたくちいわし
(煮干し)／むき海老／木綿
豆腐／かつお加工品(削り
節)／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

まいたけ／にんじん／だい
こん／れんこん／生しいた
け(菌床栽培、生)／こねぎ
／きゅうり／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／キャベツ／しそ葉（ゆ
かり）／りんご

ぎゅうにゅう
◆あっぷるぱい

たんぱく質 21.0 ｇ
／

脂　質 22.7 ｇ
火

13
★食パン(市販品）／
ジャム／じゃがいも／
三温糖／スパゲッティ
／黒砂糖／薄力粉／
ラード

ベーコン／豚小間／★
ロースハム／牛乳／★
たまご

キャベツ／玉葱／パセ
リ／にんじん／なす／
セロリー／ズッキーニ
／赤ピーマン／きゅう
り／日本なし／干しぶ
どう

ぎゅうにゅう
◆まーらーかお

たんぱく質 22.7 ｇ
／

脂　質 21.5 ｇ
水

14
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／三温糖／
薄力粉／白ごま(い
り）／グラニュー糖／
★ハードビスケット／
ジャム

油揚げ／きざみのり／絹ごし豆
腐／かたくちいわし(煮干し)／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)／かつお
加工品(かつお節)／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

ごぼう／にんじん／な
めこ／あさつき／にん
にく(りん茎)／ほうれ
んそう／えのきたけ／
バレンシアオレンジ

ぎゅうにゅう
◆れあちーずけーき

たんぱく質 21.0 ｇ
／

脂　質 17.5 ｇ
木

15
中華めん(ゆで)／かた
くり粉／ぎょうざの皮
／白ごま（すり）／★
プチパン／サラダ油／
グラニュー糖

豚小間／豚ひき肉／さ
きいか／牛乳

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／にん
じん／チンゲンツァイ／
キャベツ／にら／にんに
く(りん茎)／しょうが／
ごぼう／だいこん／きゅ
うり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆あげぱん

たんぱく質 21.2 ｇ
／

脂　質 18.1 ｇ
金

16
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／有塩バター／薄
力粉

かたくちいわし(煮干
し)／しろさけ／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)
／サラダ竹輪／焼きの
り／牛乳

ねぎ／えのきたけ／ほ
うれんそう／きゅうり
／にんじん／りんご

ぎゅうにゅう
◆しょーとぶれっど

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 22.4 ｇ
／

脂　質 19.6 ｇ
土

17
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)／かつお
加工品(かつお節)

にんじん／ねぎ／ほう
れんそう／キャベツ／
きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆しらすおかかおにぎり

向かって手前の左側が主

食、右側が汁もの、奥の

左側が副菜、右側が主菜。

４つのお皿を並べ、一品

だけを「ばっかり食べ」

せずに、バランスよく食

べ進めましょう。

配膳の仕方

子どもに伝えたい食のマナー

◆いい塩梅

「塩梅（あんばい）」は塩と

梅酢のことで、昔はそれら

を加える量で味のバランス

をみていたことから、料理

の味加減や物事の調子、健

康状態を表す言葉として

使われるようになりました。「いい塩梅」は

ちょうどいい味といった意味になります。


