
令和5年　　1月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園 令和5年　　1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
親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal きのこご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
すまし汁（わかめ・花麩） 味噌汁（さつま・春菊）
野菜とカニカマのサラダ 鰤のバター醤油焼き
もやしのナムル もやしとかにかまのサラダ
果物(いよかん) 果物(りんご)

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
胡麻ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal スパゲティーミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 517 kcal
豚汁 チキンスープ
鰆のきのこソースかけ ポテトサラダ
白菜のおかかあえ ボイルブロッコリー
果物(苺) ゼリー

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ
ベーグル ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal
ツナチャウダー 白菜とえのきのスープ
ミートボール 鶏の唐揚げ
マカロニサラダ いかサラダ
果物(みかん) 果物(みかん)

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
五目チャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal 牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal
わかめとなるとのスープ コーンスープ
野菜の和風ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え マカロニグラタン
果物(バナナ) ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとしらすのサラダ

果物(バナナ)
食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ

わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 504 kcal ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
味噌汁（玉葱・もやし） 味噌汁（大根・もやし）
ぶり大根 高野豆腐の煮物
ちくわのごま和え 野菜とささみのごま和え
果物(りんご) 果物(いよかん)

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
胚芽パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal 中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal
ミルクスープ キャベツスープ
チーズハンバーグ 野菜のナムル
キャベツサラダ 果物(バナナ)
果物(バナナ)

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
カレーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal わかめと胡麻のごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal
わかさぎのから揚げ 具だくさん汁
ささみと大根のサラダ 鶏肉の照り焼き
ゼリー 野菜の磯和え

ゼリー
食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ

ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal バーガーパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 506 kcal
味噌汁（キャベツ・もやし ポトフ
豚肉の生姜焼き 白身魚のフライ
小松菜とじゃこの煮びたし コールスローサラダ
果物(みかん) 果物(バナナ)

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 495 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 510 kcal タンパク質 20.0 g
牛乳 17.9 g 食塩相当量 1.9 g
コーンサラダ
果物(バナナ) ※今月の地場産物：たまご・葱・さつま芋・人参・じゃがいも

食塩相当量 1.3 ｇ
もち麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 510 kcal
味噌汁(玉葱･わかめ)
筑前煮
野菜の塩昆布あえ
果物(いよかん)

食塩相当量 2.0 ｇ
チーズパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal
白菜のシチュー
チキンナゲット
ブロッコリーのサラダ
果物(みかん)

食塩相当量 1.6 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal
かきたま中華風スープ
麻婆春雨
きゅうりとかにかまサラダ
果物(りんご)

食塩相当量 1.3 ｇ
もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 510 kcal
焼き餃子
切干大根のサラダ
果物(しらぬい）

食塩相当量 2.1 ｇ
納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
味噌汁(玉葱･わかめ)
すきやき風煮
五目和え
果物(ぽんかん）

食塩相当量 2.2 ｇ
麻婆丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal
わかめと卵のスープ
チキンサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.4 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 510 kcal タンパク質 20.0 g

17.9 g 食塩相当量 1.9 g

31
塩せんべい／★白パン
／じゃがいも／薄力粉
／パン粉(乾燥)／サラ
ダ油／水稲穀粒(精白
米)／三温糖

牛乳／ウィンナー／た
ら／★たまご／★ロー
スハム／油揚げ

にんじん／玉葱／セロ
リー／キャベツ／バナ
ナ

◆麦茶
◆いなり寿司 たんぱく質 19.6 ｇ

／
脂　質 20.3 ｇ

火 牛乳
塩せんべい

ｇ

ｇ

脂　質 18.1

脂　質 19.2

たんぱく質 19.7 ｇ

ｇ

ｇ

ｇ脂　質 19.7

たんぱく質 19.7

ｇ

ｇ脂　質 18.5

たんぱく質

脂　質 18.3

ｇ

21
クラッカー／水稲穀粒
／かたくり粉／ごま油
／サラダ油／★食パン
／有塩バター／メープ
ルシロップ

牛乳／木綿豆腐／豚ひ
き肉／★たまご／湯通
し塩蔵わかめ／鶏若鶏
肉ささ身

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
葉ねぎ／ブロッコリー
／バナナ

牛乳

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

土 牛乳
クラッカー

／

◆メープルバターサンド

金 牛乳
コーンフレーク

／

◆マフィン

／

20
コーンフレーク／水稲
穀粒／しらたき／サラ
ダ油／三温糖／黒ごま
／薄力粉／グラニュー
糖／無塩バター

牛乳／挽きわり納豆／湯
通し塩蔵わかめ／煮干し
／豚肩ロース／焼き豆腐
／油揚げ／かに風味かま
ぼこ／★たまご

玉葱／にんじん／ねぎ
／こまつな／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／ぽんかん／
ポッカ１００レモン

牛乳

木 牛乳
塩せんべい

◆きな粉揚げパン たんぱく質 20.9 ｇ

ｇ

19
塩せんべい／中華めん
(ゆで)／かたくり粉／
ぎょうざの皮／白ごま
(いり）／★プチパン
／サラダ油／グラ
ニュー糖

牛乳／豚小間／豚ひき
肉／かに風味かまぼこ
／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／
キャベツ／にら／にんに
く／しょうが／切干しだ
いこん／きゅうり／しら
ぬひ

牛乳

ｇ

17
★ビスケット／★チーズ
パン／じゃがいも／サラ
ダ油／薄力粉／有塩バ
ター／かたくり粉／とう
もろこし缶詰／三温糖／
ごま油／水稲穀粒

牛乳／鶏小間／鶏若鶏
肉ひき肉／木綿豆腐／
★ロースハム／かに風
味かまぼこ／★たまご

玉葱／にんじん／ぶな
しめじ／はくさい／ブ
ロッコリー／きゅうり
／温州蜜柑(普通､生)
／キャベツ／ねぎ

◆麦茶

18
水稲穀粒／ごま油／普
通はるさめ／三温糖／
かたくり粉／白ごま／
薄力粉／サラダ油／と
うもろこし缶詰

牛乳／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／★たまご
／なると／豚ひき肉／
かに風味かまぼこ／調
製豆乳／切れてるチー
ズ

バナナ／チンゲンツァ
イ／玉葱／にんじん／
にら／しょうが／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／きゅう
り／りんご／青ピーマ
ン

牛乳

火 牛乳
ビスケット

水 牛乳
果物(バナナ)

／

◆ピザまん 19.0

ウエハース

／

／
脂　質 17.6

◆チャーハン たんぱく質 20.4

ｇ

14
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

ベーコン／牛乳／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

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

◆アップルパイ たんぱく質 19.2

／
脂　質 16.1

16
★ウエハース／水稲穀
粒／おおむぎ／糸こん
にゃく／サラダ油／三
温糖／ごま油／白ごま
／グラニュー糖／パイ
皮

牛乳／絹ごし豆腐／湯
通し塩蔵わかめ／煮干
し／鶏若鶏肉モモ／か
に風味かまぼこ／塩昆
布

玉葱／にんじん／たけ
のこ／れんこん／生し
いたけ／きゅうり／
キャベツ／いよかん／
りんご

牛乳

土 りんごジュース
クラッカー

月 牛乳

ｇ

ｇ

13
塩せんべい／水稲穀粒
／サラダ油／かたくり
粉／ごま／三温糖／
オートミール／薄力粉
／無塩バター

牛乳／かたくちいわし
(煮干し)／豚肩ロース
(赤肉)／凍り豆腐／ち
りめんじゃこ／★たま
ご

キャベツ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／しょうが／こ
まつな／切干しだいこ
ん／にんじん／温州蜜
柑(普通､生)

牛乳

◆のりチーズサンド たんぱく質 17.0 ｇ

／
脂　質 16.3

金 牛乳
塩せんべい

◆オートミールクッキー たんぱく質 20.1

◆昆布おにぎり たんぱく質 20.8 ｇ ◆お麩ラスク

ｇ

12
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(いり）

十勝ヨーグルト／豚小
間／わかさぎ／鶏若鶏
肉ささ身／油揚げ／昆
布つくだ煮

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／わけぎ／だ
いこん／きゅうり

◆麦茶
30

◆茶まんじゅう たんぱく質 20.3 ｇ ◆クロックムッシュ

ｇ

11
マカロニ／三温糖／胚
芽パン／有塩バター／
パン粉／とうもろこし
缶詰／サラダ油／ごま
油／薄力粉／黒砂糖

牛乳／きな粉(大豆）
／ベーコン／豚ひき肉
／★たまご／ピザ用
チーズ／★プレスハム
／あずき(乾）

はくさい／ねぎ／ブ
ロッコリー／玉葱／に
んじん／干し椎茸／
キャベツ／きゅうり／
バナナ

◆麦茶
28

たんぱく質 20.1 ｇ
／ ／

脂　質 15.9

★ウエハース／水稲穀
粒(精白米)／白ごま
(いり）／三温糖／ゼ
リー／小町麩／有塩バ
ター／グラニュー糖

牛乳／わかめご飯の素／
豚小間／木綿豆腐／油揚
げ／煮干し／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／湯通し塩蔵
わかめ／ちりめんじゃこ
／焼きのり

脂　質 18.2 ｇ
木 ヨーグルト 月 牛乳

ウエハース

だいこん／玉葱／にん
じん／ねぎ／しょうが
／ほうれんそう／きゅ
うり

牛乳

たんぱく質 21.3 ｇ
／ ／

脂　質 17.2

クラッカー／水稲穀粒
(精白米)／ごま油／か
たくり粉／白ごま（す
り）／★サンドイッチ
用食パン／三温糖

牛乳／豚小間／むき海
老／スライスチーズ／
★プレスハム／★たま
ご

脂　質 16.5 ｇ
水 牛乳 土 牛乳

◆マカロニきな粉 クラッカー

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／キャ
ベツ／玉葱／ほうれん
そう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／バナナ

牛乳

16.7 ｇ
火 牛乳 金 牛乳

ビスケット ビスケット

だいこん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／にんじん／干
し椎茸／たけのこ／ご
ぼう／キャベツ／きゅ
うり／いよかん

牛乳
◆フルーツサンド たんぱく質 20.5 ｇ ◆スコーン

ｇ

10
★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま（すり）
／★サンドイッチ用食
パン／グラニュー糖

牛乳／わかめご飯の素
／かたくちいわし(煮
干し)／ぶり／サラダ
竹輪／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／しょうが／
キャベツ／ほうれんそう
／にんじん／りんご／蜜
柑缶詰／パインアップル
(缶詰)／いちご

牛乳
27

／ ／
脂　質 17.9

★ビスケット／水稲穀
粒／サラダ油／三温糖
／黒ごま／薄力粉／無
塩バター／グラニュー
糖／ジャム

牛乳／かたくちいわし
(煮干し)／凍り豆腐／
鶏小間／鶏若鶏肉ささ
身

土 牛乳 木 ヨーグルト
クラッカー

玉葱／パセリ／ブロッ
コリー／きゅうり／バ
ナナ／キャベツ

◆麦茶
◆トマトピザトースト たんぱく質 20.4 ｇ ◆そばめし

ｇ

7
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／ごま
油／白ごま（すり）／
★食パン(6枚切り）

牛乳／豚ひき肉／かに風
味かまぼこ／★たまご／
湯通し塩蔵わかめ／なる
と／サラダ竹輪／ピザ用
チーズ／まぐろ缶詰

にんじん／青ピーマン／
生しいたけ(菌床栽培、
生)／ねぎ／キャベツ／
きゅうり／バナナ／トマ
ト缶詰(ダイス）／玉葱

牛乳
26

／ ／
脂　質 19.0

★ぎゅうにゅうぱん／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰ
ﾑ)(ﾎｰﾙ)／かたくり粉／
マカロニ／薄力粉／有塩
バター／サラダ油／三温
糖／中華めん／水稲穀粒
／ごま油

十勝ヨーグルト／★た
まご／まぐろ缶詰／牛
乳／ピザ用チーズ／し
らす干し／豚ばら／あ
おのり／削り節

金 牛乳 水 牛乳
塩せんべい 塩せんべい

玉葱／にんじん／はく
さい／えのきたけ／
きゅうり／セロリー／
温州蜜柑(普通､生)／
いちご

◆麦茶
◆七草粥 たんぱく質 21.3 ｇ

／ ／
脂　質 18.0

塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／かたくり粉
／サラダ油／三温糖／
ごま油／薄力粉／グラ
ニュー糖

牛乳／豚小間／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／いか
くん製／★たまご／ﾎ
ｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂肪)

◆手作りケーキ

ｇ

6
塩せんべい／★ベーグル
／じゃがいも／薄力粉／
有塩バター／パン粉／か
たくり粉／マカロニ／と
うもろこし缶詰／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／★ロース
ハム／鶏若鶏肉胸(皮
なし)

玉葱／にんじん／パセ
リ／グリンピース(冷
凍)／きゅうり／温州
蜜柑(普通､生)／せり
／なずな／だいこん／
かぶ

◆麦茶
25

水 牛乳 月 牛乳
ビスケット ウエハース

木 牛乳 火 牛乳
ウエハース スティックパン

玉葱／にんじん／にんに
く／しょうが／トマト缶
詰／えのきたけ／ほうれ
んそう／干し椎茸／きゅ
うり／ブロッコリー

牛乳
◆メロンパントースト

ｇ

玉葱／ねぎ／ブロッコ
リー／きゅうり／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／いよか
ん

牛乳

／ ／
脂　質 18.8

★ウエハース／水稲穀粒
／三温糖／さつまいも／
薄力粉／有塩バター／白
ごま／ごま油／黒砂糖／
プレミックス粉／サラダ
油

牛乳／油揚げ／きざみ
のり／かたくちいわし
(煮干し)／ぶり／かに
風味かまぼこ／★たま
ご

ほんしめじ／干し椎茸
／にんじん／ねぎ／
しゅんぎく／りょくと
うもやし／きゅうり／
りんご

牛乳
◆コロンコロンドーナツ たんぱく質 20.0 ◆サーターアンダギー

ｇ

たんぱく質 20.9 ｇ ◆マシュマロおこし

たんぱく質

／ ／
脂　質 18.5

★スティックパン／スパ
ゲッティ／サラダ油／か
たくり粉／じゃがいも／
とうもろこし缶詰／ゼ
リー／マシュマロ／有塩
バター／コーンフレーク

牛乳／豚ひき肉／鶏小
間5

★ウエハース／水稲穀
粒／白ごま／じゃがい
も／有塩バター／★食
パン／グラニュー糖／
強力粉

牛乳／豚小間／さわら
／かつお加工品(削り
節)

玉葱／だいこん／にんじ
ん／ねぎ／ごぼう／えの
きたけ／生しいたけ／は
くさい／りょくとうもや
し／いちご／レモン

牛乳
24

4
★ハードビスケット／水
稲穀粒／三温糖／花麩／
とうもろこし缶詰／白ご
ま／ごま油／薄力粉／グ
ラニュー糖／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)／かに風味かま
ぼこ

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

19.2 ｇ

栄  養  価

ｇ

20.6 ｇたんぱく質

脂　質

23

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 20.2

脂　質 18.9 ｇ

17.6 ｇ

たんぱく質 20.1 ｇ

ｇ脂　質 19.1

ｇ

脂　質 15.0 ｇ

たんぱく質 19.3 ｇ

脂　質

だしの味に親しもう

和食に欠かせない「だし」にはうま味と香

りがあり、食事のおいしさを引き立ててく

れます。鍋料理や温かいうどんなど、だし

を使った食事が美味しい季節です。

原料になる食材や

だしをとるところを

見せるなどして、

子どもの味覚を

育みましょう。

家族で食卓を囲む時間を大切に

お正月があり、家族で一緒に過ごす時間が多く

なる時季です。食事を一緒に食べる機会も増え

るでしょう。みんなで食べることは子どもの安

心につながり、より食事が美味しく感じられま

す。行事食に親しむなど、

家族で楽しい時間を

過ごせると

いいですね。



令和5年　　1月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第三保育園 令和5年　　1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
おやこどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal きのこごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal
すましじる みそしる
やさいとかにかまさらだ ぶりのばたーしょうゆやき
もやしのなむる もやしとかにかまのさらだ
いよかん りんご

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal すぱげてぃーみーとそーす ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal
とんじる ちきんすーぷ
さわらのきのこそーすかけ ぽてとさらだ
はくさいのおかかあえ ぼいるぶろっこりー
いちご ぜりー

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ
べーぐる ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 597 kcal
くらむちゃうだー はくさいのすーぷ
みーとぼーる とりのからあげ
まかろにさらだ いかさらだ
みかん みかん

食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.8 ｇ
ごもくちゃーはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal
わかめとなるとのすーぷ こーんすーぷ
やさいわふうまよねｰず まかろにぐらたん
ばなな ぶろっこりーのさらだ

ばなな
食塩相当量 2.8 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ

わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal
みそしる みそしる
ぶりだいこん こうやとうふのにもの
ちくわのごまあえ やさいとささみのごまあえ
りんご いよかん

食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
はいがぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 579 kcal ちゅうかどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal
みるくすーぷ きゃべつすーぷ
ちーずはんばーぐ やさいのなむる
きゃべつさらだ ばなな
ばなな

食塩相当量 2.6 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 574 kcal わかめとごまのごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal
わかさぎのからあげ ぐだくさんじる
ささみとだいこんのさらだ とりにくのてりやき
ぜりー やさいのいそあえ

ぜりー
食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 576 kcal ばーがーぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal
みそしる ぽとふ
ぶたにくのしょうがやき しろみざかなのふらい
こまつなとじゃこのにびた こーるすろーさらだ
みかん ばなな

食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
すぱげてぃーなぽりたん ｴﾈﾙｷﾞｰ 576 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 585 kcal タンパク質 22.6 g
ぎゅうにゅう 19.6 g 食塩相当量 2.2 g
こーんさらだ
ばなな ※今月の地場産物：たまご・葱・さつま芋・人参・じゃがいも

食塩相当量 1.7 ｇ
もちむぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
みそしる
ちくぜんに
やさいのこんぶあえ
いよかん

食塩相当量 2.3 ｇ
ちーずぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 600 kcal
はくさいしちゅー
ちきんなげっと
ぶろっこりーのさらだ
みかん

食塩相当量 1.9 ｇ
ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 607 kcal
かきたますーぷ
まーぼーはるさめ
きゅうりかにかまさらだ
りんご

食塩相当量 1.7 ｇ
もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
やきぎょうざ
きりぼしだいこんのさらだ
しらぬい

食塩相当量 2.4 ｇ
なっとうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal
みそしる
すきやきふうに
ごもくあえ
ぽんかん

食塩相当量 2.4 ｇ
まーぼーどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 583 kcal
わかめとたまごのすーぷ
ちきんさらだ
ばなな

食塩相当量 1.6 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 585 kcal タンパク質 22.6 g

19.6 g 食塩相当量 2.2 g

★バーガーパン／じゃ
がいも／薄力粉／パン
粉(乾燥)／サラダ油／
水稲穀粒(精白米)／三
温糖

ウィンナー／たら／★
たまご／★ロースハム
／油揚げ

にんじん／玉葱／セロ
リー／キャベツ／バナ
ナ

◆むぎちゃ
◆いなりずし たんぱく質 21.8 ｇ

／
脂　質 20.9 ｇ

火

ｇ

ｇ

たんぱく質 23.5 ｇ

だいこん／玉葱／にん
じん／ねぎ／しょうが
／ほうれんそう／きゅ
うり

ぎゅうにゅう

たんぱく質 23.8 ｇ

脂　質 20.7 ｇ

たんぱく質 22.0 ｇ

脂　質 18.9 ｇ

たんぱく質 22.0 ｇ

23.2 ｇ

栄  養  価

ｇ

22.5 ｇ

たんぱく質

水稲穀粒(精白米)／三温
糖／さつまいも／薄力粉
／有塩バター／白ごま
(いり）／ごま油／黒砂
糖／プレミックス粉／サ
ラダ油

油揚げ／きざみのり／
かたくちいわし(煮干
し)／ぶり／かに風味
かまぼこ／牛乳／★た
まご

ほんしめじ／干し椎茸
／にんじん／ねぎ／
しゅんぎく／りょくと
うもやし／きゅうり／
りんご

ぎゅうにゅう
◆さーたーあんだぎー

19.6 ｇ脂　質

たんぱく質

たんぱく質 22.2 ｇ

ｇ脂　質 21.0

24
たんぱく質 23.4 ｇ ◆ましゅまろおこし

／
脂　質 20.4 ｇ

18.8

水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
三温糖／ごま油／薄力
粉／グラニュー糖

豚小間／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／いかくん製
／★たまご／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰ
ﾑ(乳脂肪)

◆てづくりけーき

ｇ

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
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

4
水稲穀粒／三温糖／花
麩／とうもろこし缶詰
／白ごま／ごま油／薄
力粉／グラニュー糖／
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)／
かに風味かまぼこ／牛
乳

玉葱／ねぎ／ブロッコ
リー／きゅうり／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／いよか
ん

ぎゅうにゅう
23

／ ／
脂　質 20.2

◆ころんころんどーなつ たんぱく質 22.6

ｇ
水 月

木 火

玉葱／にんじん／にんに
く／しょうが／トマト缶
詰／えのきたけ／ほうれ
んそう／干し椎茸／きゅ
うり／ブロッコリー

ぎゅうにゅう
◆めろんぱんとーすと

ｇ
／

5
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／じゃが
いも／有塩バター／★
食パン／グラニュー糖
／強力粉

豚小間／さわら／かつ
お加工品(削り節)／牛
乳

玉葱／だいこん／にん
じん／ねぎ／ごぼう／
えのきたけ／生しいた
け／はくさい／りょく
とうもやし／いちご／
レモン

ぎゅうにゅう

脂　質 19.8

スパゲッティ／サラダ油
／かたくり粉／じゃがい
も／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／ゼリー／マシュ
マロ／有塩バター／コー
ンフレーク

豚ひき肉／鶏小間／牛
乳

6
★ベーグル／じゃがい
も／薄力粉／有塩バ
ター／パン粉／かたく
り粉／マカロニ／とう
もろこし缶詰／水稲穀
粒

あさり(水煮)／牛乳／
豚ひき肉／★たまご／
★ロースハム／鶏若鶏
肉胸(皮なし)

玉葱／にんじん／パセ
リ／グリンピース(冷
凍)／きゅうり／温州
蜜柑(普通､生)／せり
／なずな／だいこん／
かぶ

◆むぎちゃ
25

脂　質 19.7

★ぎゅうにゅうぱん／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰ
ﾑ)(ﾎｰﾙ)／かたくり粉／
マカロニ／薄力粉／有塩
バター／サラダ油／三温
糖／中華めん／水稲穀粒
／ごま油

★たまご／まぐろ缶詰
／牛乳／ピザ用チーズ
／しらす干し／豚ばら
／あおのり／かつお加
工品

金 水

玉葱／にんじん／はく
さい／えのきたけ／
きゅうり／セロリー／
温州蜜柑(普通､生)／
いちご

◆むぎちゃ
◆ななくさがゆ たんぱく質 24.0

／ ／
脂　質

土 木

玉葱／パセリ／ブロッ
コリー／きゅうり／バ
ナナ／キャベツ

◆むぎちゃ
◆とまとぴざとーすと たんぱく質 22.1 ｇ ◆そばめし

ｇ

7
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／白ごま（すり）
／★食パン(6枚切り）

豚ひき肉／かに風味かま
ぼこ／★たまご／湯通し
塩蔵わかめ／なると／サ
ラダ竹輪／牛乳／ピザ用
チーズ／まぐろ缶詰

にんじん／青ピーマン／
生しいたけ(菌床栽培、
生)／ねぎ／キャベツ／
きゅうり／バナナ／トマ
ト缶詰(ダイス）／玉葱

ぎゅうにゅう
26

／ ／

／ ／
脂　質 19.2

水稲穀粒(精白米)／サ
ラダ油／三温糖／黒ご
ま(いり）／薄力粉／
無塩バター／グラ
ニュー糖／ジャム

かたくちいわし(煮干
し)／凍り豆腐／鶏小
間／鶏若鶏肉ささ身／
牛乳

火 金

だいこん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
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／いよか
ん

ぎゅうにゅう
◆すこーん

ｇ

脂　質

脂　質

16.8

17.9

ｇ ◆くろっくむっしゅ

ｇ

28

脂　質 18.4

水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／白
ごま（すり）／★サン
ドイッチ用食パン／三
温糖

◆ちゃまんじゅう たんぱく質 22.1

豚小間／むき海老／牛
乳／スライスチーズ／
★プレスハム／★たま
ご

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／キャ
ベツ／玉葱／ほうれん
そう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／バナナ

ぎゅうにゅう

／ ／
脂　質 19.9

水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／三温糖
／ゼリー／小町麩／有
塩バター／グラニュー
糖

わかめご飯の素／豚小間
／木綿豆腐／油揚げ／煮
干し／鶏若鶏肉モモ／湯
通し塩蔵わかめ／ちりめ
んじゃこ／焼きのり／牛
乳木

たんぱく質 22.1 ｇ ◆おふらすく

ｇ

3012

10
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま（すり）
／★サンドイッチ用食
パン／グラニュー糖

わかめご飯の素／かた
くちいわし(煮干し)／
ぶり／サラダ竹輪／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／しょうが／
キャベツ／ほうれんそう
／にんじん／りんご／温
州蜜柑缶詰／パインアッ
プル(缶詰)／いちご

ぎゅうにゅう
27

水 土

11
胚芽パン／有塩バター
／パン粉(乾燥)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／サラダ油／ご
ま油／薄力粉／黒砂糖

ベーコン／牛乳／豚ひ
き肉／★たまご／ピザ
用チーズ／★プレスハ
ム／あずき(乾）

はくさい／ねぎ／ブ
ロッコリー／玉葱／に
んじん／干し椎茸／
キャベツ／きゅうり／
バナナ

◆むぎちゃ

／ ／

◆ふるーつさんど たんぱく質 23.8 ｇ

たんぱく質 22.6 ｇ

月

13
水稲穀粒(精白米)／サ
ラダ油／かたくり粉／
ごま(いり）／三温糖
／オートミール／薄力
粉／無塩バター

かたくちいわし(煮干
し)／豚肩ロース(赤
肉)／凍り豆腐／ちり
めんじゃこ／牛乳／★
たまご

キャベツ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／しょうが／こ
まつな／切干しだいこ
ん／にんじん／温州蜜
柑(普通､生)

ぎゅうにゅう

／
脂　質 17.6

金
ｇ

31

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(いり）

豚小間／わかさぎ／鶏
若鶏肉ささ身／油揚げ
／昆布つくだ煮

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／わけぎ／だ
いこん／きゅうり

◆むぎちゃ

ベーコン／牛乳／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

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

／

土

◆のりちーずさんど

◆おーとみーるくっきー

◆こんぶおにぎり

20.9
月

◆あっぷるぱい

22.4 ｇ

ｇ20.5脂　質

たんぱく質

16
水稲穀粒／おおむぎ／
糸こんにゃく／サラダ
油／三温糖／ごま油／
白ごま／グラニュー糖
／パイ皮

絹ごし豆腐／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／煮
干し／鶏若鶏肉モモ／
かに風味かまぼこ／塩
昆布／牛乳

玉葱／にんじん／たけ
のこ／れんこん／生し
いたけ／きゅうり／
キャベツ／いよかん／
りんご

ぎゅうにゅう

／
脂　質

14
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

17
★チーズパン／じゃがい
も／サラダ油／薄力粉／
有塩バター／かたくり粉
／とうもろこし缶詰／三
温糖／ごま油／水稲穀粒

鶏小間／牛乳／鶏若鶏
肉ひき肉／木綿豆腐／
★ロースハム／かに風
味かまぼこ／★たまご

玉葱／にんじん／ぶな
しめじ／はくさい／ブ
ロッコリー／きゅうり
／温州蜜柑(普通､生)
／キャベツ／ねぎ

◆むぎちゃ

／
脂　質 18.7

火

18
水稲穀粒(精白米)／ごま
油／普通はるさめ(乾)／
三温糖／かたくり粉／白
ごま（すり）／薄力粉／
サラダ油／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／★たまご／な
ると／豚ひき肉／かに
風味かまぼこ／牛乳／
調製豆乳／切れてる
チーズ

チンゲンツァイ／玉葱
／にんじん／にら／
しょうが／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟ
もやし／きゅうり／り
んご／青ピーマン

ぎゅうにゅう
◆ぴざまん たんぱく質 21.7 ｇ

／
脂　質 20.1 ｇ

水

／
脂　質 20.2 ｇ

木

19
中華めん(ゆで)／かた
くり粉／ぎょうざの皮
／白ごま(いり）／★
プチパン／サラダ油／
グラニュー糖

豚小間／豚ひき肉／か
に風味かまぼこ／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／
キャベツ／にら／にんに
く／しょうが／切干しだ
いこん／きゅうり／しら
ぬひ

ぎゅうにゅう
◆きなこあげぱん たんぱく質

／
脂　質 21.5 ｇ

金

20
水稲穀粒(精白米)／し
らたき／サラダ油／三
温糖／黒ごま（すり）
／薄力粉／グラニュー
糖／無塩バター

糸引納豆／湯通し塩蔵
わかめ／煮干し／豚肩
ロース／焼き豆腐／油
揚げ／かに風味かまぼ
こ／牛乳／★たまご

玉葱／にんじん／ねぎ
／こまつな／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／ぽんかん／
ポッカ１００レモン

ぎゅうにゅう
◆まふぃん

／
脂　質 18.8 ｇ

土

21
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／ごま油／サ
ラダ油／★食パン／有
塩バター／メープルシ
ロップ

木綿豆腐／豚ひき肉／
★たまご／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／鶏若
鶏肉ささ身／牛乳

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
葉ねぎ／ブロッコリー
／バナナ

ぎゅうにゅう
◆めーぷるばたーさんど

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 21.4 ｇ

たんぱく質 22.2 ｇ

23.7 ｇ

◆ちゃーはん たんぱく質 22.8 ｇ

ｇ

たんぱく質 21.8 ｇ

ｇ

ほうれんそう
緑黄色野菜の代表ともいえる葉もの

野菜で、1年中出回っていますが、

栄養と甘みが増すのは寒い冬の時期

です。中でもビタミンCの量は冬が

夏の3倍もあります。アクがある

ので下茹でしてから調理すると、

食べやすくなります。

みかん

一般的にみかんと呼ばれるのは温州みかんの

ことこで、1月以降に収穫されるものは「普通

温州」というたいぷです。冷蔵庫に入れると

低温障害により傷みやすくなるので、風通し

のよい冷暗所で保存しましょう。


