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午 後 午 後

午 前 午 前
もち麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 528 kcal
かきたま中華風スープ なめこ汁
プルコギ 鶏と里芋の煮物
韓国風ツナサラダ 小松菜ともやしの和え物
果物(柿) 果物(みかん)

食塩相当量 1.4 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal 納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal
白菜のミルクスープ 味噌汁(白菜・わかめ）
シェファーズパイ 豆腐のナゲット
イタリアンサラダ 切干大根の煮物
果物(みかん) 果物(りんご)

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 525 kcal 五穀米ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 563 kcal
牛乳 けんちん汁
コーンサラダ 鰤の照り焼き
果物(バナナ) ほうれん草のひじきサラダ

ゼリー
食塩相当量 1.3 ｇ 食塩相当量 1.3 ｇ

きのこご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 525 kcal 煮込みうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 543 kcal
味噌汁(玉葱･わかめ) れんこんのしんじょあげ
鶏肉のごま衣あげ かぼちゃの含煮
春雨サラダ 果物(みかん)
果物(みかん)

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 529 kcal カレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 535 kcal
ミネストローネスープ キャベツとチキンのスープ
白身魚のクリーム煮 マカロニサラダ
ブロッコリーのサラダ 茹でブロッコリー
ゼリー サンタいちご

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
かきたまうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal えびのあんかけチャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 522 kcal
タラの天ぷら 青梗菜のスープ
花野菜サラダ キャベツカニカマサラダ
果物(バナナ) 果物(バナナ)

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 538 kcal チャンポン ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal
味噌汁（キャベツ・油揚げ 焼売
和風つくね焼き 小松菜の和えもの
小松菜とじゃこの和え物 果物(バナナ)
果物(柿)

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.4 ｇ
きびご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 532 kcal 胡麻ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 528 kcal
すまし汁（葱・えのき） チキンスープ
味噌肉じゃが カジキマグロのから揚げ
ほうれん草のお浸し ブロッコリーと卵のサラダ
果物(りんご) 果物(りんご)

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.1 ｇ
麻婆丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal 中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 497 kcal
卵と野菜のスープ もやしと若布中国風スープ
ブロッコリーのサラダ 大根と油揚げのサラダ
果物(バナナ) 果物(みかん)

食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 1.0 ｇ
スパゲティーミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 534 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 525 kcal タンパク質 20.6 g
ソーセージスープ 18.9 g 食塩相当量 1.6 g
パンプキンサラダ
ブロッコリーソテー 今月の地場産物：たまご・にんじん・はくさい・だいこん・さといも・ねぎ・きゃべつ
果物(みかん)

食塩相当量 1.8 ｇ
ドリア ｴﾈﾙｷﾞｰ 539 kcal
コーンポタージュ
ささみの二色巻きフライ
きゅうりとかにかまサラダ
果物(洋梨)

食塩相当量 1.6 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 546 kcal
味噌汁（かぼちゃ・玉葱）
鰆の和マヨ焼き
ほうれん草の胡麻和え
果物(りんご)

食塩相当量 2.0 ｇ
キャロブパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal
グリーンシチュー
ミートボール
りんごとキャベツのサラダ
果物(みかん)

食塩相当量 2.1 ｇ
かやくご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 500 kcal
味噌汁（大根・わかめ）
ぷるぷる水晶鶏
れんこんサラダ
果物(柿)

食塩相当量 1.9 ｇ
豚丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal
わかめとなるとのスープ
ツナサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.8 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 525 kcal タンパク質 20.6 g

18.9 g 食塩相当量 1.6 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 21.1 ｇ
／

脂　質 17.6 ｇ
土

17
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／三温
糖／ごま油／★食パン
(6枚切り）／有塩バ
ター／粉糖

牛乳／豚小間／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)／★た
まご

玉葱／ねぎ／キャベツ
／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 18.4 ｇ
／

脂　質 16.5 ｇ
金

16
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／三温糖／
かたくり粉／ごま油／
白ごま（すり）／薄力
粉／有塩バター

十勝ヨーグルト／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)／鶏若鶏肉胸
(皮なし)／まぐろ缶詰(油漬
ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／牛乳

ごぼう／にんじん／だ
いこん／ねぎ／れんこ
ん／きゅうり／かき
(甘がき)

牛乳
◆ショートブレッド

ヨーグルト

たんぱく質 22.3 ｇ
／

脂　質 20.5 ｇ
木

15
塩せんべい／★キャロ
ブパン／じゃがいも／
薄力粉／有塩バター／
パン粉(乾燥)／かたく
り粉／サラダ油／うど
ん(ゆで)

牛乳／鶏小間／豚ひき
肉／★たまご／豚小間

玉葱／にんじん／ほう
れんそう／グリンピー
ス(冷凍)／りんご／干
しぶどう／キャベツ／
きゅうり／温州蜜柑
(普通､生)／ねぎ

牛乳
◆焼きうどん

牛乳
塩せんべい

たんぱく質 21.9 ｇ
／

脂　質 19.4 ｇ
水

14
★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／黒ごま（すり）
／プレミックス粉(ﾎｯﾄ
ｹｰｷ用)／無塩バター

牛乳／油揚げ／かたく
ちいわし(煮干し)／さ
わら／切れてるチーズ
／パルメザンチーズ／
★たまご

西洋かぼちゃ／ねぎ／
玉葱／ほうれんそう／
にんじん／えのきたけ
／りんご

牛乳
◆チーズ蒸しパン

牛乳
ビスケット

たんぱく質 20.8 ｇ
／

脂　質 21.0 ｇ
火

13
★ウエハース／水稲穀粒(精白
米)／薄力粉／有塩バター／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)／サラダ油／白ごま（す
り）／グラニュー糖

牛乳／鶏小間／ピザ用
チーズ／鶏若鶏肉ささ
身／★たまご／かに風
味かまぼこ／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰ
ﾑ(乳脂肪)

玉葱／ぶなしめじ／パ
セリ／にんじん／いん
げん／りょくとうもや
し／きゅうり／西洋な
し

◆麦茶
◆手作りケーキ

牛乳
ウエハース

たんぱく質 21.5 ｇ
／

脂　質 19.1 ｇ
月

12
★スティックパン／ス
パゲッティ／サラダ油
／水稲穀粒(精白米)／
ごま油

牛乳／豚ひき肉／ウィ
ンナー／★ロースハム
／なると／★たまご

玉葱／にんじん／にんにく
／しょうが／トマト缶詰
(ホール）／ぶなしめじ／西
洋かぼちゃ／きゅうり／ブ
ロッコリー／温州蜜柑(普
通､生)／キャベツ／ねぎ

◆麦茶
◆チャーハン

牛乳
スティックパン

たんぱく質 19.1 ｇ
／

脂　質 19.1 ｇ
土

10
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／かた
くり粉／ごま油／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／★食パン(8枚
切り)

牛乳／木綿豆腐／豚ひ
き肉／★たまご／★
ロースハム／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
キャベツ／ブロッコ
リー／きゅうり／バナ
ナ

牛乳
◆ツナマヨトースト

牛乳
クラッカー

たんぱく質 21.7 ｇ
／

脂　質 19.5 ｇ
金

9
マカロニ／三温糖／水稲
穀粒(精白米)／きび(精
白粒）／じゃがいも／糸
こんにゃく／★サンド
イッチ用食パン／とうも
ろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)

牛乳／きな粉(大豆）／
木綿豆腐／かたくちいわ
し(煮干し)／豚小間／か
つお加工品(かつお節)／
きざみのり／ベーコン／
ピザ用チーズ

ねぎ／えのきたけ／玉
葱／にんじん／グリン
ピース／りょくとうも
やし／ほうれんそう／
りんご／ミニトマト

牛乳
◆スイートコーンピザ

牛乳
◆マカロニきな粉

たんぱく質 20.1 ｇ
／

脂　質 20.3 ｇ
木

8
★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／三温糖／ご
ま(いり）／有塩バ
ター／メープルシロッ
プ／薄力粉

牛乳／わかめご飯の素／油
揚げ／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)／ちりめんじゃこ／牛乳
／★たまご

キャベツ／玉葱／にん
じん／ねぎ／しょうが
／こまつな／切干しだ
いこん／かき(甘がき)
／ポッカ１００レモン

牛乳
◆紅茶のケーキ

牛乳
ビスケット

たんぱく質 21.9 ｇ
／

脂　質 18.0 ｇ
水

7
★ウエハース／うどん
(ゆで)／かたくり粉／
薄力粉／サラダ油／水
稲穀粒(精白米)／白ご
ま(いり）／ごま油／
三温糖

牛乳／豚小間／★たまご
／かたくちいわし(煮干
し)／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／たら／あおの
り／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)／豚ひき肉

ねぎ／玉葱／生しいた
け(菌床栽培、生)／ブ
ロッコリー／キャベツ
／カリフラワー／バナ
ナ／にんじん／ほうれ
んそう

◆麦茶
◆ビビンバおにぎり

牛乳
ウエハース

たんぱく質 19.1 ｇ
／

脂　質 20.6 ｇ
火

6
塩せんべい／★食パン(市販
品）／有塩バター／じゃが
いも／三温糖／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力粉／ゼ
リー／さつまいも／サラダ
油／黒ごま(いり）

牛乳／ベーコン／むき
かれい／鶏若鶏肉ささ
身

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）／
グリンピース(冷凍)／ブ
ロッコリー／きゅうり／
赤ピーマン

牛乳
◆大学いも

牛乳
塩せんべい

たんぱく質 18.9 ｇ
／

脂　質 16.1 ｇ
月

5
コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／三温糖
／薄力粉／黒ごま(い
り）／サラダ油／普通
はるさめ(乾)／ごま油

牛乳／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)／鶏若鶏肉胸(皮付き)／
★たまご／かに風味かまぼ
こ／豚ひき肉

ほんしめじ／干し椎茸
／にんじん／玉葱／
しょうが／にんにく
(りん茎)／きゅうり／
温州蜜柑(普通､生)

牛乳
◆カレーまん

牛乳
コーンフレーク

たんぱく質 17.6 ｇ
／

脂　質 19.0 ｇ
土

3
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／
いちごジャム(低糖度)

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

りんごジュース
クラッカー

たんぱく質 22.2 ｇ
／

脂　質 17.0 ｇ
金

2
★ロールパン／有塩バ
ター／オリーブ油／米粉
／じゃがいも／コーンフ
レーク／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／三温糖／サラ
ダ油／水稲穀粒(精白米)

十勝ヨーグルト／ベー
コン／牛乳／豚ひき肉
／豆乳（無調製）／★
ロースハム／切れてる
チーズ／鶏小間／きざ
みのり

はくさい／ねぎ／にん
じん／玉葱／にんにく
(りん茎)／ブロッコ
リー／きゅうり／温州
蜜柑(普通､生)／ごぼ
う

◆麦茶
◆鶏飯おにぎり

ヨーグルト

たんぱく質 21.1 ｇ
／

脂　質 20.4 ｇ
木

1
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(米粒麦）／ご
ま油／三温糖／白ごま
(いり）／★食パン(市
販品）

牛乳／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／★たまご／な
ると／豚小間／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／きざ
みのり／ピザ用チーズ／
★ロースハム

バナナ／チンゲンツァ
イ／にんにく(りん茎)
／玉葱／にんじん／に
ら／キャベツ／きゅう
り／かき(甘がき)

牛乳
◆マヨトースト

牛乳
果物(バナナ)

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

19
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／さと
いも／ごま(いり）／
プレミックス粉(ﾎｯﾄｹｰ
ｷ用)／サラダ油

牛乳／きな粉(大豆）
／絹ごし豆腐／かたく
ちいわし(煮干し)／鶏
若鶏肉モモ(煮物用）
／サラダ竹輪／ウィン
ナー

なめこ／葉ねぎ／にん
じん／干し椎茸／こま
つな／りょくとうもや
し／温州蜜柑(普通､
生)

牛乳
◆アメリカンドッグ たんぱく質 21.3 ｇ

／
脂　質 18.4 ｇ

月 牛乳
◆マカロニきな粉

20
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
三温糖／★フランスパ
ン／無塩バター／グラ
ニュー糖

牛乳／糸引納豆／油揚げ／
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／おから(新製
法)／鶏若鶏肉ひき肉／★た
まご／さつま揚げ

バナナ／はくさい／玉
葱／にんじん／切干し
だいこん／りんご

牛乳
◆ラスク たんぱく質 20.9 ｇ

／
脂　質 20.3 ｇ

火 牛乳
果物(バナナ)

21
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／五穀米の素／
さといも／糸こんにゃく
／白ごま（すり）／三温
糖／ゼリー／グラニュー
糖／パイ皮

牛乳／油揚げ／木綿豆
腐／ぶり／干ひじき(ｽ
ﾃﾝﾚｽ釜、乾)／まぐろ
缶詰(水煮ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
★たまご

だいこん／にんじん／
ごぼう／ねぎ／しょう
が／ほうれんそう／り
んご

牛乳
◆アップルパイ たんぱく質 20.7 ｇ

／
脂　質 21.4 ｇ

水 牛乳
塩せんべい

22
コーンフレーク／うど
ん(ゆで)／かたくり粉
／サラダ油／三温糖／
薄力粉

牛乳／豚小間／油揚げ
／かたくちいわし(煮
干し)／むき海老／木
綿豆腐／あずき(乾）

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／れんこん／
生しいたけ(菌床栽
培、生)／こねぎ／西
洋かぼちゃ／温州蜜柑

牛乳
◆おやき たんぱく質 22.1 ｇ

／
脂　質 16.3 ｇ

木 牛乳
コーンフレーク

23
★ウエハース／水稲穀
粒(精白米)／じゃがい
も／シェルマカロニ／
ケーキドーナｯツ

牛乳／豚小間／鶏小間
／★ロースハム／★た
まご／デザートホイッ
プ

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／きゅうり／ブ
ロッコリー／いちご

牛乳
豆腐ドーナツ たんぱく質 20.4 ｇ

／
脂　質 22.6 ｇ

金 牛乳
ウエハース

24
水稲穀粒(精白米)／サラ
ダ油／ごま油／かたくり
粉／白ごま（すり）／★
食パン(8枚切り)／グラ
ニュー糖／有塩バター／
強力粉(１等)

牛乳／★たまご／むき
海老／鶏若鶏肉ささ身
／かに風味かまぼこ

ねぎ／玉葱／干し椎茸／
しょうが／にんにく(り
ん茎)／チンゲンツァイ
／えのきたけ／キャベツ
／きゅうり／バナナ／レ
モン(果汁､生)

牛乳
◆メロンパントースト たんぱく質 19.9 ｇ

／
脂　質 17.7 ｇ

土 牛乳
クラッカー

26
★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／黒ごま（すり）／
きび(精白粒）／水稲穀
粒(精白米)／三温糖

牛乳／豚小間／なると
／豚ひき肉／油揚げ／
かに風味かまぼこ／き
な粉(大豆）

キャベツ／にんじん／ﾌﾞﾗｯｸ
ﾏｯﾍﾟもやし／たけのこ(ゆ
で)／しょうが／干し椎茸／
玉葱／ねぎ／グリンピース
(冷凍)／こまつな／切干し
だいこん／バナナ

◆麦茶
◆きび団子 たんぱく質 21.7 ｇ

／
脂　質 15.2 ｇ

月 牛乳
スティックパン

27
マカロニ／三温糖／水稲
穀粒(精白米)／白ごま
(いり）／かたくり粉／
サラダ油／メープルシ
ロップ／オリーブ油／米
粉

牛乳／きな粉(大豆）
／鶏小間／めかじき／
★たまご／牛乳

にんじん／えのきたけ
／ほうれんそう／干し
椎茸／ブロッコリー／
きゅうり／りんご／バ
ナナ

牛乳
◆米粉のバナナケーキ たんぱく質 20.7 ｇ

／
脂　質 19.4 ｇ

火 牛乳
◆マカロニきな粉

たんぱく質 19.9 ｇ
／

脂　質 17.9 ｇ
水 牛乳

ビスケット

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

28
★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／白
ごま（すり）／三温糖
／★レーズンパン

牛乳／豚小間／むき海
老／★うずら卵(水
煮）／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／油揚げ／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／りょ
くとうもやし／だいこ
ん／きゅうり／梅干／
温州蜜柑(普通､生)

牛乳
レーズンパン

12月22日は冬至です。かぼ

ちゃの別名は「なんきん」と

いいますが、冬至には「ん」

のつく食べものを食べると幸

せになるといわれています。

行事食になんきんをはじめ

みかん・だいこん・れんこんなど、「ん」のつく食べ

ものを集めてみてはいかがでしょう？

冬至に「ん」のつく食べものを

みそ・しょう油・豆腐・納

豆・豆乳など、様々な大豆製

品を家庭に常備していると思

います。その中で調味料とし

てよく使うしょう油は、台所

の棚などに置いている方もい

しょう油の保存

常備食材の豆知識

ると思いますが、空気にふれると酸化してしまうので、

開栓後は冷蔵保存がおすすめです。



令和4年　　12月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第三保育園 令和4年　　12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
もちむぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 576 kcal ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 578 kcal
かきたますーぷ なめこじる
ぷるこぎ とりとさといものにもの
かんこくふうつなさらだ こまつなともやしあえもの
かき みかん

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
ろーるぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal なっとうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal
はくさいのみるくすーぷ みそしる
しぇふぁーずぱい とうふのなげっと
いたりあんさらだ きりぼしだいこんのにもの
みかん りんご

食塩相当量 2.1 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 596 kcal ごこくまいごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal
ぎゅうにゅう けんちんじる
こーんさらだ ぶりのてりやき
ばなな ほうれんそうひじきさらだ

ぜりー
食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 1.3 ｇ

きのこごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 585 kcal にこみうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 582 kcal
みそしる れんこんのしんじょあげ
とりにくのごまころもあげ かぼちゃのふくめに
はるさめさらだ みかん
みかん

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
しょくぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal かれーらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
みねすとろーねすーぷ きゃべつとちきんのすーぷ
しろみざかなのくりーむに まかろにさらだ
ぶろっこりーのさらだ ゆでぶろっこりー
ぜりー さんたいちご

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
かきたまうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 576 kcal えびのあんかけちゃーはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 591 kcal
たらのてんぷら のすーぷちんげんさい
はなやさいさらだ きゃべつかにかまさらだ
ばなな ばなな

食塩相当量 1.2 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 586 kcal ちゃんぽん ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal
みそしる しゅうまい
わふうつくねやき こまつなのあえもの
こまつなとじゃこあえもの ばなな
かき

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
きびごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 585 kcal ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 585 kcal
すましじる ちきんすーぷ
みそにくじゃが かじきまぐろのからあげ
ほうれんそのおひたし ぶろっこりーのさらだ
りんご りんご

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 1.3 ｇ
 ちゅうかどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 581 kcal

ちゅうごくふうすーぷ
だいこんのさらだ
みかん

食塩相当量 1.4 ｇ
すぱげてぃーみーとそーす ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 581 kcal タンパク質 23.0 g
そーせーじすーぷ 20.7 g 食塩相当量 1.9 g
ぱんぷきんさらだ
ぶろっこりーそてー 今月の地場産物：たまご・にんじん・はくさい・だいこん・さといも・ねぎ・きゃべつ
みかん

食塩相当量 1.9 ｇ
どりあ ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal
こーんぽたーじゅ
ちきんろーるふらい
きゅうりかにかまさらだ
なし

食塩相当量 2.2 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 576 kcal
みそしる
さわらのまよやき
ほうれんそうのごまあえ
りんご

食塩相当量 2.0 ｇ
きゃろぶぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 579 kcal
ぐりーんしちゅー
みーとぼーる
りんごときゃべつのさらだ
みかん

食塩相当量 2.3 ｇ
かやくごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 576 kcal
みそしる
すいしょうどり
れんこんさらだ
かき

食塩相当量 2.1 ｇ
ぶたどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 577 kcal
わかめとなるとのすーぷ
つなさらだ
ばなな

食塩相当量 1.9 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 581 kcal タンパク質 23.0 g

20.7 g 食塩相当量 1.9 g

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

23.3 ｇ
／

脂　質 20.6 ｇ
水

28
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／白
ごま（すり）／三温糖
／★チョコチップパン

豚小間／むき海老／★
うずら卵(水煮）／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／油揚げ／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
牛乳

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／りょ
くとうもやし／だいこ
ん／きゅうり／梅干／
温州蜜柑(普通､生)

ぎゅうにゅう
ちょこちっぷぱん たんぱく質

22.4 ｇ
／

脂　質 21.0 ｇ
火

27
水稲穀粒(精白米)／白ご
ま(いり）／かたくり粉
／三温糖／サラダ油／
メープルシロップ／オ
リーブ油／米粉

鶏小間／めかじき／★
たまご／牛乳／牛乳

にんじん／えのきたけ
／ほうれんそう／干し
椎茸／ブロッコリー／
きゅうり／りんご／バ
ナナ

ぎゅうにゅう
◆こめこのばななけーき たんぱく質

24.7 ｇ
／

脂　質 15.8 ｇ
月

26
中華めん(ゆで)／ごま油
／しゅうまいの皮／かた
くり粉／黒ごま（すり）
／きび(精白粒）／水稲
穀粒(精白米)／三温糖

豚小間／なると／牛乳
／豚ひき肉／油揚げ／
かに風味かまぼこ／き
な粉(大豆）

キャベツ／にんじん／ﾌﾞﾗｯｸ
ﾏｯﾍﾟもやし／たけのこ(ゆ
で)／しょうが／干し椎茸／
玉葱／ねぎ／グリンピース
(冷凍)／こまつな／切干し
だいこん／バナナ

◆むぎちゃ
◆きびだんご たんぱく質

21.6 ｇ
／

脂　質 18.3 ｇ
土

24
水稲穀粒(精白米)／サラ
ダ油／ごま油／かたくり
粉／白ごま（すり）／★
食パン(8枚切り)／グラ
ニュー糖／有塩バター／
強力粉(１等)

★たまご／むき海老／
鶏若鶏肉ささ身／かに
風味かまぼこ／牛乳

ねぎ／玉葱／干し椎茸／
しょうが／にんにく(り
ん茎)／チンゲンツァイ
／えのきたけ／キャベツ
／きゅうり／バナナ／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

21.8 ｇ
／

脂　質 23.8 ｇ
金

23
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／シェルマ
カロニ／ケーキドー
ナｯツ

豚小間／鶏小間／★
ロースハム／★たまご
／デザートホイップ／
牛乳

玉葱／にんじん／キャ
ベツ／きゅうり／ブ
ロッコリー／いちご

ぎゅうにゅう
とうふどーなつ たんぱく質

24.1 ｇ
／

脂　質 17.0 ｇ
木

22
うどん(ゆで)／かたく
り粉／サラダ油／三温
糖／薄力粉

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
むき海老／木綿豆腐／
牛乳／あずき(乾）

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／れんこん／
生しいたけ(菌床栽
培、生)／こねぎ／西
洋かぼちゃ／温州蜜柑

ぎゅうにゅう
◆おやき たんぱく質

21.5 ｇ
／

脂　質 22.7 ｇ
水

21
水稲穀粒(精白米)／五穀
米の素／さといも／糸こ
んにゃく／白ごま（す
り）／三温糖／ゼリー／
グラニュー糖／パイ皮

油揚げ／木綿豆腐／ぶ
り／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／まぐろ缶詰
(水煮ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／牛乳
／★たまご

だいこん／にんじん／
ごぼう／ねぎ／しょう
が／ほうれんそう／り
んご

ぎゅうにゅう
◆あっぷるぱい たんぱく質

22.9 ｇ
／

脂　質 21.7 ｇ
火

20
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／サラダ油／
三温糖／★フランスパ
ン／無塩バター／グラ
ニュー糖

糸引納豆／油揚げ／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／おから(新製法)／鶏
若鶏肉ひき肉／★たまご／
さつま揚げ／牛乳

はくさい／玉葱／にん
じん／切干しだいこん
／りんご

ぎゅうにゅう
◆らすく たんぱく質

23.1 ｇ
／

脂　質 19.8 ｇ
月

19
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／三温糖／ごま
(いり）／プレミック
ス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)／サラ
ダ油

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／鶏若
鶏肉モモ(煮物用）／
サラダ竹輪／牛乳／
ウィンナー

なめこ／葉ねぎ／にん
じん／干し椎茸／こま
つな／りょくとうもや
し／温州蜜柑(普通､
生)

ぎゅうにゅう
◆あめりかんどっく たんぱく質

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

24.8 ｇ
／

脂　質 23.5 ｇ
木

1
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(米粒麦）／ご
ま油／三温糖／白ごま
(いり）／★食パン(市
販品）

湯通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／★たまご／なると
／豚小間／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／きざみ
のり／牛乳／ピザ用チー
ズ／★ロースハム

チンゲンツァイ／にん
にく(りん茎)／玉葱／
にんじん／にら／キャ
ベツ／きゅうり／かき
(甘がき)

ぎゅうにゅう
◆まよとーすと たんぱく質

24.3 ｇ
／

脂　質 22.5 ｇ
金

2
★ロールパン／有塩バ
ター／オリーブ油／米粉
／じゃがいも／コーンフ
レーク／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／三温糖／サラ
ダ油／水稲穀粒(精白米)

ベーコン／牛乳／豚ひ
き肉／豆乳（無調製）
／★ロースハム／切れ
てるチーズ／鶏小間／
きざみのり

はくさい／ねぎ／にん
じん／玉葱／にんにく
(りん茎)／ブロッコ
リー／きゅうり／温州
蜜柑(普通､生)／ごぼ
う

◆むぎちゃ
◆とりめしおにぎり たんぱく質

21.3 ｇ
／

脂　質 22.6 ｇ
土

3
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
／いちごジャム(低糖
度)

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 たんぱく質

23.7 ｇ
／

脂　質 18.3 ｇ
月

5
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／薄力粉／黒ごま
(いり）／サラダ油／
普通はるさめ(乾)／ご
ま油

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)／鶏若鶏肉胸(皮付
き)／★たまご／かに風
味かまぼこ／牛乳／豚ひ
き肉

ほんしめじ／干し椎茸
／にんじん／玉葱／
しょうが／にんにく
(りん茎)／きゅうり／
温州蜜柑(普通､生)

ぎゅうにゅう
◆かれーまん たんぱく質

23.7 ｇ
／

脂　質 22.8 ｇ
火

6
★食パン(市販品）／有塩バ
ター／じゃがいも／三温糖
／とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
薄力粉／ゼリー／さつまい
も／サラダ油／黒ごま(い
り）

ベーコン／むきかれい
／牛乳／鶏若鶏肉ささ
身

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）／
グリンピース(冷凍)／ブ
ロッコリー／きゅうり／
赤ピーマン

ぎゅうにゅう
◆だいがくいも たんぱく質

24.7 ｇ
／

脂　質 18.6 ｇ
水

7
うどん(ゆで)／かたく
り粉／薄力粉／サラダ
油／水稲穀粒(精白米)
／白ごま(いり）／ご
ま油／三温糖

豚小間／★たまご／かた
くちいわし(煮干し)／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜き)
／たら／あおのり／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
豚ひき肉

ねぎ／玉葱／生しいた
け(菌床栽培、生)／ブ
ロッコリー／キャベツ
／カリフラワー／バナ
ナ／にんじん／ほうれ
んそう

◆むぎちゃ
◆びびんばおにぎり たんぱく質

22.4 ｇ
／

脂　質 21.7 ｇ
木

8
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／三温糖／ご
ま(いり）／有塩バ
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)／
鶏若鶏肉ひき肉／木綿豆腐
／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／
ちりめんじゃこ／牛乳／牛
乳／★たまご

キャベツ／玉葱／にん
じん／ねぎ／しょうが
／こまつな／切干しだ
いこん／かき(甘がき)
／ポッカ１００レモン

ぎゅうにゅう
◆こうちゃのけーき たんぱく質

／

土

10
はっぴょうかい

（おみやげに ぱん がでます）

23.0 ｇ
／

脂　質 20.4 ｇ
金

9
水稲穀粒(精白米)／きび
(精白粒）／じゃがいも
／糸こんにゃく／★サン
ドイッチ用食パン／とう
もろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)

木綿豆腐／かたくちい
わし(煮干し)／豚小間
／かつお加工品(かつ
お節)／きざみのり／
牛乳／ベーコン／ピザ
用チーズ

ねぎ／えのきたけ／玉
葱／にんじん／グリン
ピース／りょくとうも
やし／ほうれんそう／
りんご／ミニトマト

ぎゅうにゅう
◆すいーとこーんぴざ たんぱく質

22.5 ｇ
／

脂　質 21.1 ｇ
月

12
スパゲッティ／サラダ
油／水稲穀粒(精白米)
／ごま油

豚ひき肉／ウィンナー
／★ロースハム／なる
と／★たまご

玉葱／にんじん／にんにく
／しょうが／トマト缶詰
(ホール）／ぶなしめじ／西
洋かぼちゃ／きゅうり／ブ
ロッコリー／温州蜜柑(普
通､生)／キャベツ／ねぎ

◆むぎちゃ
◆ちゃーはん たんぱく質

21.8 ｇ
／

脂　質 22.3 ｇ
火

13
水稲穀粒(精白米)／薄力粉
／有塩バター／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)
／サラダ油／白ごま（す
り）／グラニュー糖

鶏小間／牛乳／ピザ用
チーズ／鶏若鶏肉ささ
身／★たまご／かに風
味かまぼこ／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰ
ﾑ(乳脂肪)

玉葱／ぶなしめじ／パ
セリ／にんじん／いん
げん／りょくとうもや
し／きゅうり／西洋な
し

◆むぎちゃ
◆てづくりけーき たんぱく質

23.4 ｇ
／

脂　質 19.7 ｇ
水

14
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／黒ごま（すり）
／プレミックス粉(ﾎｯﾄ
ｹｰｷ用)／無塩バター

油揚げ／かたくちいわ
し(煮干し)／さわら／
牛乳／切れてるチーズ
／パルメザンチーズ／
★たまご

西洋かぼちゃ／ねぎ／
玉葱／ほうれんそう／
にんじん／えのきたけ
／りんご

ぎゅうにゅう
◆ちーずむしぱん たんぱく質

24.6 ｇ
／

脂　質 22.7 ｇ
木

15
★キャロブパン／じゃ
がいも／薄力粉／有塩
バター／パン粉(乾燥)
／かたくり粉／サラダ
油／うどん(ゆで)

鶏小間／牛乳／豚ひき
肉／★たまご／豚小間

玉葱／にんじん／ほう
れんそう／グリンピー
ス(冷凍)／りんご／干
しぶどう／キャベツ／
きゅうり／温州蜜柑
(普通､生)／ねぎ

ぎゅうにゅう
◆やきうどん たんぱく質

22.1 ｇ
／

脂　質 20.5 ｇ
金

16
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／三温糖／
かたくり粉／ごま油／
白ごま（すり）／薄力
粉／有塩バター

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)／鶏
若鶏肉胸(皮なし)／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／牛乳

ごぼう／にんじん／だ
いこん／ねぎ／れんこ
ん／きゅうり／かき
(甘がき)

ぎゅうにゅう
◆しょーとぶれっど たんぱく質

脂　質 18.1 ｇ
土

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 22.5 ｇ
17

水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／★食パ
ン(6枚切り）／有塩バ
ター／粉糖

豚小間／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／★たま
ご

玉葱／ねぎ／キャベツ
／きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆ふれんちとーすと

／

◆ 同じ釜の飯を食う

一つの釡で炊いたごはんを分け合って食べ

るという意味で、生活の中で苦しいことや

楽しいことも一緒に過ご

した親しい間柄のことで

す。家族はもちろん園で

食事を一緒に食べる友達

も「同じ釡の飯を食う」

仲間です。

姿勢よく食べることは、見た目が美しい

だけではなく、食べものの消化吸収を助

ける役目もあります。ひじをついたり、

片手をさ

姿勢よく食べる

子どもに伝えたい食のマナー

げたりせず、足がぶ

らぶらする場合は安

定するように足置き

台などを使い、背筋

を伸ばして食べるよ

う声かけしましょう。


