
令和2年　　2月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第三保育園 令和2年　　2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
ちきんてりやきどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 599 kcal かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal
かにとわかめのすーぷ とりにくのてりやき
だいこんさらだ ぶろっこりーのさらだ
ばなな ばなな

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.7 ｇ
どらいかれー ｴﾈﾙｷﾞｰ 599 kcal せきはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal
おにおんすーぷ すましじる
いわしのぱんこやき さけふらい
こーるすろーさらだ ちくわのごまあえ
いちご いちご

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
きゃろぶぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal えびのあんかけちゃーはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal
はくさいしちゅー ぶたにくとはくさいすーぷ
こーんころっけ きゃべつかにかまさらだ
いかさらだ ばなな
でこぽん

食塩相当量 2.9 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 572 kcal ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 572 kcal
すましじる みそしる
おからはんばーぐ さわらのやさいそーすかけ
きのこさらだ きゃべつのごまあえ
はるみおれんじ きよみおれんじ

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 583 kcal かやくごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 577 kcal
ぷりぷりえびはるまき すましじる
ぶろっこりーのさらだ ちきんろーる
りんご いとこんにゃくのなむる

いよかん
食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.5 ｇ

なっとうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal すぱげてぃーみーとそーす ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal
みそしる うぃんなーすーぷ
ちくぜんに ぶろっこりーさらだ
ほうれんそうのごまあえ いよかん
いよかん

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
すぱげてぃーなぽりたん ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal しょくぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal
ぎゅうにゅう くりーむしちゅー
こーんさらだ すぱにっしゅおむれつ
ばなな もやしとはむのさらだ

はっさく
食塩相当量 1.4 ｇ 食塩相当量 2.7 ｇ

ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 598 kcal ごもくちゃーはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 596 kcal
とんじる ぶたにくえのきのすーぷ
かじきのうめしょうゆつけ つなさらだ
しらあえ ばなな
ぽんかん

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
ほうとううどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 571 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 585 kcal タンパク質 23.0 g
ちくわのいそべあげ 19.9 g 食塩相当量 2.2 g
もやしのごまあえ
りんご 今月の地場産物：たまご・人参・さつまいも・ほうれん草

食塩相当量 3.0 ｇ
もちむぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
わかめすーぷ
ちーずだっかるび
かんこくふうさらだ
はるみおれんじ

食塩相当量 2.5 ｇ
こーんぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 584 kcal
とりとはくさいのすーぷ
ぽーくけちゃっぷ
ぶろっこりーのさらだ
いちご

食塩相当量 2.8 ｇ
はやしらいす ｴﾈﾙｷﾞｰ 598 kcal
やさいすーぷ
だいこんかにかまさらだ
ばなな

食塩相当量 2.6 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 572 kcal
やさいわん
すずきのごまからあげ
ほうれんそうのあえもの
いよかん

食塩相当量 2.1 ｇ
ひじきごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 598 kcal
みそしる
にくだんごのあまからに
かにかまのおかかあえ
ぽんかん

食塩相当量 2.5 ｇ
めろんぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 591 kcal
ぽとふ
なすのみーとぐらたん
ちきんさらだ
はるみおれんじ

食塩相当量 2.1 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 585 kcal タンパク質 23.0 g

19.9 g 食塩相当量 2.2 g

今月の献立より～

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

29
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／三温糖／塩せんべい
／★ハードビスケット

鶏小間／なると／★た
まご／豚小間／木綿豆
腐／まぐろ缶詰(油漬ﾌ
ﾚｰｸﾗｲﾄ)／★牛乳

にんじん／生しいたけ
(菌床栽培、生)／ねぎ
／えのきたけ／キャベ
ツ／きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
せんべい たんぱく質 22.0 ｇ

／ びすけっと

脂　質 17.5 ｇ
土

28
食パン(市販品）／
ジャム／サラダ油／薄
力粉／有塩バター／
じゃがいも／白ごま
(いり）／ごま油／三
温糖／水稲穀粒(精白
米)

豚小間／★牛乳／★た
まご／★ベーコン／
ロースハム／豚肩ロー
ス(脂身付)

日本かぼちゃ／玉葱／
にんじん／パセリ／ほ
うれんそう／りょくと
うもやし／きゅうり／
はっさく

◆むぎちゃ
◆やきにくおにぎり たんぱく質 22.3 ｇ

／
脂　質 23.3 ｇ

金

27
スパゲッティ／サラダ
油／かたくり粉／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／じゃがいも／
薄力粉／オリーブ油／
パン粉(乾燥)

豚ひき肉／★ウィン
ナー／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／ロースハ
ム／調製豆乳／鶏成鶏
肉胸(皮なし)

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）／干し椎茸／ほう
れんそう／ブロッコ
リー／きゅうり／いよ
かん／パセリ

とうにゅう
◆こしーにゃ たんぱく質 23.6 ｇ

／
脂　質 23.0 ｇ

木

26
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／糸こんにゃく／
白ごま（すり）／ごま
油／黒砂糖／薄力粉／
ラード

油揚げ／きざみのり／
かたくちいわし(煮干
し)／鶏若鶏肉モモ(皮
付き)／★かに風味か
まぼこ／★牛乳／★た
まご／豆乳（無調製）

ごぼう／にんじん／ね
ぎ／えのきたけ／いん
げん／ほうれんそう／
きゅうり／いよかん／
干しぶどう

ぎゅうにゅう
◆まーらーかお たんぱく質 22.3 ｇ

／
脂　質 19.9 ｇ

水

25
水稲穀粒(精白米)／小
麦(玄穀･国産､普通)／
有塩バター／黒ごま
(いり）／三温糖／
ロールパン

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)
／さわら／★牛乳／★
たまご

玉葱／えのきたけ／生
しいたけ(菌床栽培、
生)／キャベツ／きゅ
うり／にんじん／清見
オレンジ

ぎゅうにゅう
◆たまごろーる たんぱく質 24.1 ｇ

／
脂　質 20.6 ｇ

火

22
水稲穀粒(精白米)／サ
ラダ油／ごま油／かた
くり粉／白ごま（す
り）／マヨドレ／塩せ
んべい／★ハードビス
ケット

★たまご／むき海老／
豚小間／★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)／にんじん／
はくさい／キャベツ／
きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
せんべい たんぱく質 21.9 ｇ

／ びすけっと

脂　質 16.2 ｇ
土

21
もち米／水稲穀粒(精
白米)／黒ごま(いり）
／てまり麩／薄力粉／
パン粉(乾燥)／サラダ
油／白ごま（すり）／
三温糖／ショートケー
キ

かたくちいわし(煮干
し)／しろさけ／★た
まご／焼き竹輪／★牛
乳

ねぎ／キャベツ／ほう
れんそう／にんじん／
いちご

ぎゅうにゅう
けーき たんぱく質 24.9 ｇ

／
脂　質 17.2 ｇ

金

20
うどん(ゆで)／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／三
温糖／ごま油／食パン
(市販品）

豚小間／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／ロースハム
／★牛乳／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／しょうが／
ブロッコリー／きゅう
り／バナナ

ぎゅうにゅう
◆つなまよとーすと たんぱく質 23.1 ｇ

／
脂　質 23.9 ｇ

木
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たんぱく質 22.8 ｇ
／ びすけっと

脂　質 17.6 ｇ
土

1
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／マ
ヨドレ／白ごま（す
り）／塩せんべい／★
ハードビスケット

鶏小間／★たまご／き
ざみのり／ずわいがに
(水煮缶詰)／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／チンゲンツァ
イ／だいこん／きゅう
り／バナナ

ぎゅうにゅう
せんべい

たんぱく質 23.7 ｇ
／

脂　質 21.6 ｇ
月

3
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／オリーブ
油／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／三温糖／サラ
ダ油／薄力粉／有塩バ
ター

豚ひき肉／まいわし／
★パルメザンチーズ／
★たまご／★牛乳／★
ｸﾘ-ﾑ(植物性脂肪)

玉葱／にんじん／青
ピーマン／グリンピー
ス(冷凍)／パセリ／に
んにく(りん茎)／キャ
ベツ／いちご／バナナ

◆むぎちゃ
◆くれーぷ（ばなな）

たんぱく質 21.2 ｇ
／

脂　質 20.7 ｇ
火

4
キャロブパン／サラダ
油／薄力粉／有塩バ
ター／じゃがいも／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)
／三温糖／ごま油

鶏小間／★牛乳／★
ベーコン（卵・乳製品
除去／★たまご／いか
くん製／豚小間

玉葱／にんじん／ぶな
しめじ／はくさい／
きゅうり／セロリー／
きよみ(砂じょう、生)
／きになる野菜／だい
こん／ねぎ／生しいた
け(菌床栽培、生)

きになるやさいじゅーす
◆すいとん

たんぱく質 22.7 ｇ
／

脂　質 18.3 ｇ
水

5
水稲穀粒(精白米)／サ
ラダ油／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／三温糖／
ごま油／グラニュー糖

はんぺん／かたくちい
わし(煮干し)／豚ひき
肉／おから(新製法)／
★たまご／★牛乳／
ロースハム

ねぎ／玉葱／ほうれん
そう／にんじん／ほん
しめじ／えのきたけ／
はるみオレンジ

◆むぎちゃ
◆手づくりぷりん

たんぱく質 24.0 ｇ
／

脂　質 18.3 ｇ
木

6
中華めん(ゆで)／かた
くり粉／春巻きの皮／
じゃがいも／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)／あわも
ち／白ごま（すり）

豚小間／むき海老／は
んぺん／★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／わけぎ／ブロッコ
リー／きゅうり／りん
ご

ぎゅうにゅう
◆あわもちだんご

たんぱく質 22.2 ｇ
／

脂　質 20.7 ｇ
金

7
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／サラダ油
／三温糖／黒ごま（す
り）／食パン(市販
品）／有塩バター

糸引納豆／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／かた
くちいわし(煮干し)／
鶏小間／★牛乳

だいこん／にんじん／
たけのこ(ゆで)／れん
こん／生しいたけ(菌
床栽培、生)／ほうれ
んそう／えのきたけ／
いよかん

ぎゅうにゅう
◆きゃらめるらすく

たんぱく質 21.3 ｇ
／ びすけっと

脂　質 21.7 ｇ
土

8
スパゲッティ／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／マ
ヨドレ／塩せんべい／
★ハードビスケット

★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
せんべい

たんぱく質 24.0 ｇ
／

脂　質 18.6 ｇ
月

10
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／じゃが
いも／薄力粉／サラダ
油／三温糖／糸こん
にゃく／白ごま（す
り）／有塩バター／
メープルシロップ

豚小間／油揚げ／めか
じき／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／絞り豆腐／
★牛乳／★たまご／★
プレーンヨーグルト

玉葱／にんじん／ねぎ
／ごぼう／梅干／ほう
れんそう／ぽんかん

ぎゅうにゅう
◆よーぐるとほっとけーき

たんぱく質 23.9 ｇ
／

脂　質 17.7 ｇ
水

12
うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／白ごま
(いり）／三温糖／か
たくり粉／ごま油

豚小間／かたくちいわ
し(煮干し)／焼き竹輪
／あおのり／★かに風
味かまぼこ／★牛乳／
調製豆乳／豚ひき肉

西洋かぼちゃ／にんじ
ん／玉葱／ほうれんそ
う／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／りんご／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 23.1 ｇ
／

脂　質 19.6 ｇ
木

13
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(米粒麦）／か
たくり粉／ごま油／さ
つまいも／三温糖／白
ごま(いり）／サンド
イッチ用食パン

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／鶏小間／★ピ
ザ用チーズ／きざみの
り／★牛乳／★スライ
スチーズ／★プレスハ
ム／★たまご

葉ねぎ／キャベツ／に
んじん／玉葱／にんに
く(りん茎)／しょうが
／きゅうり／はるみオ
レンジ

ぎゅうにゅう
◆くろっくむっしゅ

たんぱく質 22.2 ｇ
／

脂　質 22.8 ｇ
金

14
コーンパン／サラダ油
／三温糖／パイ皮／
チョコチップ／グラ
ニュー糖

鶏小間／豚肩ロース
(脂身付)／しらす干し
(半乾燥品)

はくさい／にんじん／
玉葱／にんにく(りん
茎)／ブロッコリー／
きゅうり／いちご／ｱﾝ
ﾊﾟﾝﾏﾝスイートりんご

りんごじゅーす
◆ちょこがけしゅがーぱい

たんぱく質 23.1 ｇ
／ びすけっと

脂　質 18.0 ｇ
土

15
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／マヨドレ
／白ごま（すり）／塩
せんべい／★ハードビ
スケット

豚小間／しらす干し
(半乾燥品)／★かに風
味かまぼこ／★牛乳

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／キャ
ベツ／だいこん／きゅ
うり／バナナ

ぎゅうにゅう
せんべい

たんぱく質 24.9 ｇ
／

脂　質 16.5 ｇ
月

17
水稲穀粒(精白米)／板
こんにゃく／白ごま
(いり）／かたくり粉
／サラダ油／黒ごま
（すり）／三温糖／薄
力粉／ごま油

わかめご飯の素／かた
くちいわし(煮干し)／
すずき／調製豆乳／豚
ひき肉／むき海老

だいこん／にんじん／
ごぼう／ねぎ／ほうれ
んそう／えのきたけ／
いよかん／にら／しょ
うが

とうにゅう
◆しゃんぴん

たんぱく質 22.4 ｇ
／

脂　質 21.0 ｇ
火

18
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／パン粉(乾燥)／
かたくり粉／薄力粉／
強力粉(全粒粉)／無塩
バター／グラニュー糖
／チョコチップ

干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／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)／豚ひ
き肉／★牛乳／★たま
ご／★かに風味かまぼ

にんじん／ねぎ／玉葱
／しょうが／ほうれん
そう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／ぽんかん

ぎゅうにゅう
◆びすこってぃ

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 23.6 ｇ
／

脂　質 22.1 ｇ
水

19
メロンパン／じゃがい
も／マカロニ／サラダ
油／中華めん(ゆで)／
水稲穀粒(精白米)／ご
ま油

★ウィンナー／豚ひき
肉／★ピザ用チーズ／
鶏若鶏肉ささ身／豚ば
ら(脂身付)／あおのり
／かつお加工品(削り
節)

にんじん／玉葱／セロ
リー／なす／トマト缶
詰(ダイス）／ブロッ
コリー／はるみオレン
ジ／キャベツ

◆むぎちゃ
◆そばめし

干し野菜作り

子どもと一緒にやってみよう

空気の乾燥している冬は、干し野菜作りに最適です。大根や

きのこ類などは、食べやすいサイズに切ったりちぎったりし

て水分を拭き取り、ザルや干し網に重ならないように並べ天

日干しします。野菜を干すことでうま味が凝縮され、食材に

よっては栄養価も高くなります。また保存性が高くなり、調

理したときに味が染み込みやすくなるという利点もあります。

お子さんと一緒に、いろいろな干し野菜を作ってみましょう。

シャンピン＊中国風のおやき。保育園では小麦粉の皮にえび・にら・豚肉などを詰めて焼きます。

マーラーカオ＊同じく中国風の蒸しカステラ。マレーシアに由来しているのでマーラー（カオはケーキ

の意味）と呼び名が付きました

キャロブパン＊生地にキャロブ粉を使用したパンです。ココア風味になりますがノンカフェインです。キャロブはマメ科

のイナゴマメの果肉を乾燥粉末にさせたもので、カルシウムや鉄分・食物繊維などを豊富に含みます。



令和2年　　2月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園 令和2年　　2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
チキン照り焼き丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 541 kcal カレーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal
かにとわかめのスープ 鶏肉の照り焼き
大根サラダ ブロッコリーのサラダ
果物(バナナ) 果物(バナナ)

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
ドライカレー ｴﾈﾙｷﾞｰ 521 kcal 赤飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal
オニオンスープ すまし汁（葱・てまり麩）
いわしのパン粉焼き 鮭フライ
コールスローサラダ ちくわのごま和え
果物(苺) 果物(苺)

食塩相当量 1.4 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
キャロブパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 523 kcal えびのあんかけチャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 491 kcal
白菜のシチュー 豚肉と白菜のスープ
コーンコロッケ キャベツカニカマサラダ
いかサラダ 果物(バナナ)
果物(デコポン）

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 552 kcal
すまし汁（葱・はんぺん） 味噌汁(豆腐･わかめ)
おからハンバーグ 鰆の野菜ソースかけ
きのこサラダ きゃべつのごま和え
果物(はるみオレンジ) 果物(清見オレンジ)

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal かやくご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal
プリプリエビ春巻き すまし汁（葱・えのき）
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとｺｰﾝのサラダ チキンロール
果物(りんご) 糸こんにゃくのナムル

果物(いよかん)
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ

納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 539 kcal スパゲティーミートソース ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal
味噌汁（大根・わかめ） ウィンナースープ
筑前煮 ぶろっこりーさらだ
ほうれん草の胡麻和え 果物(いよかん)
果物(いよかん)

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal 食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 538 kcal
牛乳 南瓜のクリームシチュー
コーンサラダ スパニッシュオムレツ
果物(バナナ) もやしとハムのサラダ

果物(はっさく)
食塩相当量 1.2 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ

胡麻ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal 五目チャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 538 kcal
豚汁 豚肉とえのきのスープ
カジキの梅醤油漬け ツナサラダ
白和え 果物(バナナ)
果物(ぽんかん）

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
ほうとううどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 527 kcal タンパク質 20.2 g
竹輪の磯辺揚げ 17.4 g 食塩相当量 2.0 g
もやしの胡麻和え
果物(りんご) 今月の地場産物：たまご・人参・さつまいも・ほうれん草

食塩相当量 2.6 ｇ
もち麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 529 kcal
わかめスープ
チーズダッカルビ
韓国風サラダ
果物(はるみオレンジ)

食塩相当量 2.3 ｇ
コーンパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 531 kcal
鶏肉と白菜スープ
ポークケチャップ
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとしらすのサラダ
果物(苺)

食塩相当量 2.5 ｇ
ハヤシライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 544 kcal
野菜スープ
大根とカニカマサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 2.1 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 502 kcal
野菜椀
スズキのごまから揚げ
ほうれん草の和えもの
果物(いよかん)

食塩相当量 2.0 ｇ
ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 525 kcal
味噌汁(豆腐･葱)
肉団子の甘辛煮
カニカマのおかか和え
果物(ぽんかん）

食塩相当量 2.2 ｇ
メロンパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal
ポトフ
なすのミートグラタン
チキンサラダ
果物(はるみオレンジ)

食塩相当量 1.8 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 527 kcal タンパク質 20.2 g

17.4 g 食塩相当量 2.0 g

脂　質 19.8 ｇ
水

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 21.1 ｇ
19

コーンフレーク／メロ
ンパン／じゃがいも／
マカロニ／サラダ油／
中華めん(ゆで)／水稲
穀粒(精白米)／ごま油

★牛乳／★ウィンナー
／豚ひき肉／★ピザ用
チーズ／鶏若鶏肉ささ
身／豚ばら(脂身付)／
あおのり／かつお加工
品(削り節)

にんじん／玉葱／セロ
リー／なす／トマト缶
詰(ダイス）／ブロッ
コリー／はるみオレン
ジ／キャベツ

◆麦茶
◆そばめし

牛乳
コーンフレーク

／

19.0 ｇ
／

脂　質 16.7 ｇ
火

18
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／パ
ン粉(乾燥)／かたくり
粉／薄力粉／強力粉
(全粒粉)／無塩バター
／グラニュー糖／チョ
コチップ

干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／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)／豚ひ
き肉／★牛乳／★たま
ご／★かに風味かまぼ

にんじん／ねぎ／玉葱
／しょうが／ほうれん
そう／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／ぽんかん

牛乳
◆ビスコッティ

麦茶
塩せんべい

たんぱく質

20.7 ｇ
／

脂　質 13.1 ｇ
月

17
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／板こんにゃ
く／白ごま(いり）／
かたくり粉／サラダ油
／黒ごま（すり）／三
温糖／薄力粉／ごま油

わかめご飯の素／かた
くちいわし(煮干し)／
すずき／調製豆乳／豚
ひき肉／むき海老

だいこん／にんじん／
ごぼう／ねぎ／ほうれ
んそう／えのきたけ／
いよかん／にら／しょ
うが

豆乳
◆シャンピン

麦茶
塩せんべい

たんぱく質

20.3 ｇ
／ ビスケット

脂　質 19.6 ｇ
土

15
中華風クッキ－／水稲
穀粒(精白米)／じゃが
いも／マヨドレ／白ご
ま（すり）／塩せんべ
い／★ハードビスケッ
ト

★牛乳／豚小間／しら
す干し(半乾燥品)／★
かに風味かまぼこ

にんじん／玉葱／グリ
ンピース(冷凍)／キャ
ベツ／だいこん／きゅ
うり／バナナ

牛乳
せんべい

牛乳
クッキー

たんぱく質

18.3 ｇ
／

脂　質 18.1 ｇ
金

14
水稲穀粒(精白米)／
コーンパン／サラダ油
／三温糖／パイ皮／
チョコチップ／グラ
ニュー糖

鶏小間／豚肩ロース
(脂身付)／しらす干し
(半乾燥品)

はくさい／にんじん／
玉葱／にんにく(りん
茎)／ブロッコリー／
きゅうり／いちご／ｱﾝ
ﾊﾟﾝﾏﾝスイートりんご

りんごジュース
◆シュガーパイ

麦茶
◆ふりかけおにぎり

たんぱく質

20.3 ｇ
／

脂　質 16.5 ｇ
木

13
じゃがいも／水稲穀粒
(精白米)／おおむぎ
(米粒麦）／かたくり
粉／ごま油／さつまい
も／三温糖／白ごま
(いり）／サンドイッ
チ用食パン

湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／鶏小間／★ピ
ザ用チーズ／きざみの
り／★牛乳／★スライ
スチーズ／★プレスハ
ム／★たまご

葉ねぎ／キャベツ／に
んじん／玉葱／にんに
く(りん茎)／しょうが
／きゅうり／はるみオ
レンジ

牛乳
◆クロックムッシュ

麦茶
◆ゆでじゃがいも

たんぱく質

21.8 ｇ
／

脂　質 16.6 ｇ
水

12
コーンフレーク／うど
ん(ゆで)／薄力粉／サ
ラダ油／白ごま(い
り）／三温糖／かたく
り粉／ごま油

★牛乳／豚小間／かた
くちいわし(煮干し)／
焼き竹輪／あおのり／
★かに風味かまぼこ／
調製豆乳／豚ひき肉

西洋かぼちゃ／にんじ
ん／玉葱／ほうれんそ
う／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／りんご／干し椎茸／
ねぎ／たけのこ(ゆで)
／しょうが

牛乳
◆肉まん

牛乳
コーンフレーク

たんぱく質

20.5 ｇ
／

脂　質 17.5 ｇ
月

10
スティックパン／水稲
穀粒(精白米)／白ごま
(いり）／じゃがいも
／薄力粉／サラダ油／
三温糖／糸こんにゃく
／白ごま（すり）／有
塩バター／メープルシ

★牛乳／豚小間／油揚
げ／めかじき／干ひじ
き(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／絞
り豆腐／★たまご／★
プレーンヨーグルト

玉葱／にんじん／ねぎ
／ごぼう／梅干／ほう
れんそう／ぽんかん

牛乳
◆ヨーグルトホットケーキ

牛乳
スティックパン

たんぱく質

17.6 ｇ
／ ビスケット

脂　質 17.8 ｇ
土

8
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)／マヨ
ドレ／塩せんべい／★
ハードビスケット

★ベーコン／★牛乳／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)

ﾊﾞﾚﾝｼｱｵﾚﾝｼﾞ濃縮還元
ｼﾞｭｰｽ／にんじん／玉
葱／青ピーマン／キャ
ベツ／きゅうり／バナ
ナ

牛乳
せんべい

オレンジジュース
クラッカー

たんぱく質

20.5 ｇ
／

脂　質 19.6 ｇ
金

7
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／糸こ
んにゃく／サラダ油／
黒ごま（すり）／食パ
ン(市販品）／有塩バ
ター

★牛乳／きな粉(大
豆）／糸引納豆／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)
／かたくちいわし(煮
干し)／鶏小間

だいこん／にんじん／
たけのこ(ゆで)／れん
こん／生しいたけ(菌
床栽培、生)／ほうれ
んそう／えのきたけ／
いよかん

牛乳
◆キャラメルラスク

牛乳
◆マカロニきな粉

たんぱく質

21.4 ｇ
／

脂　質 16.9 ｇ
木

6
さつまいも／中華めん
(ゆで)／かたくり粉／
春巻きの皮／じゃがい
も／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)／あわもち／白ご

★牛乳／豚小間／むき
海老／はんぺん

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／に
んじん／チンゲンツァ
イ／わけぎ／ブロッコ
リー／きゅうり／りん
ご

牛乳
◆あわもち団子

牛乳
◆蒸しいも

たんぱく質

19.3 ｇ
／

脂　質 15.6 ｇ
水

5
昭和　ホットケーキ
MIX／水稲穀粒(精白
米)／サラダ油／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／ごま油／グラ
ニュー糖

調製豆乳／はんぺん／
かたくちいわし(煮干
し)／豚ひき肉／おか
ら(新製法)／★たまご
／★牛乳／ロースハム

ねぎ／玉葱／ほうれん
そう／にんじん／ほん
しめじ／えのきたけ／
はるみオレンジ

◆麦茶
◆手づくりプリン

麦茶
◆豆乳蒸しパン

たんぱく質

17.6 ｇ
／

脂　質 16.1 ｇ
火

4
オレンジゼリー／キャ
ロブパン／サラダ油／
薄力粉／有塩バター／
じゃがいも／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)／三温糖

鶏小間／★牛乳／★
ベーコン（卵・乳製品
除去／★たまご／いか
くん製／豚小間

玉葱／にんじん／ぶな
しめじ／はくさい／
きゅうり／セロリー／
きよみ(砂じょう、生)
／きになる野菜／だい
こん／ねぎ／生しいた
け(菌床栽培、生)

気になる野菜ジュース
◆すいとん

オレンジゼリー

たんぱく質

19.8 ｇ
／

脂　質 17.3 ｇ
月

3
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／パン粉(乾
燥)／オリーブ油／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／三温糖／サラダ油／
薄力粉／有塩バター

豚ひき肉／まいわし／
★パルメザンチーズ／
★たまご／★牛乳／★
ｸﾘ-ﾑ(植物性脂肪)

玉葱／にんじん／青
ピーマン／グリンピー
ス(冷凍)／パセリ／に
んにく(りん茎)／キャ
ベツ／いちご／バナナ

◆麦茶
◆クレープ（ばなな）

麦茶
塩せんべい

たんぱく質

21.1 ｇ
／ ビスケット

脂　質 17.2 ｇ
土

1
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／三温
糖／かたくり粉／マヨ
ドレ／白ごま（すり）
／塩せんべい／★ハー
ドビスケット

★牛乳／鶏小間／★た
まご／きざみのり／ず
わいがに(水煮缶詰)／
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／チンゲンツァ
イ／だいこん／きゅう
り／バナナ

牛乳
せんべい

牛乳
クラッカー

たんぱく質

1ページ

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
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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 18.9 ｇ
／

脂　質 20.2 ｇ
木

20
塩せんべい／うどん
(ゆで)／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／三温糖／
ごま油／食パン(市販
品）

★牛乳／豚小間／鶏若
鶏肉モモ(皮付き)／
ロースハム／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／しょうが／
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
塩せんべい

たんぱく質 22.8 ｇ
／

脂　質 16.9 ｇ
金

21
もち米／水稲穀粒(精
白米)／黒ごま(いり）
／てまり麩／薄力粉／
パン粉(乾燥)／サラダ
油／白ごま（すり）／
三温糖／ショートケー
キ

★牛乳／かたくちいわ
し(煮干し)／しろさけ
／★たまご／焼き竹輪

バナナ／ねぎ／キャベ
ツ／ほうれんそう／に
んじん／いちご

牛乳
ケーキ

牛乳
果物(バナナ)

たんぱく質 18.4 ｇ
／ ビスケット

脂　質 13.1 ｇ
土

22
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／サラダ油／
ごま油／かたくり粉／
白ごま（すり）／マヨ
ドレ／★ハードビス
ケット

★たまご／むき海老／
豚小間／★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)／にんじん／
はくさい／キャベツ／
きゅうり／バナナ

牛乳
せんべい

麦茶
塩せんべい

たんぱく質 22.3 ｇ
／

脂　質 19.5 ｇ
火

25
さつまいも／水稲穀粒
(精白米)／小麦(玄穀･
国産､普通)／有塩バ
ター／黒ごま(いり）
／三温糖／ロールパン

★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)／さわら／
★たまご

玉葱／えのきたけ／生
しいたけ(菌床栽培、
生)／キャベツ／きゅ
うり／にんじん／清見
オレンジ

牛乳
◆卵ロール

牛乳
◆蒸しいも

たんぱく質 20.3 ｇ
／

脂　質 18.2 ｇ
水

26
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／糸こ
んにゃく／白ごま（す
り）／ごま油／黒砂糖
／薄力粉／ラード

★牛乳／きな粉(大
豆）／油揚げ／きざみ
のり／かたくちいわし
(煮干し)／鶏若鶏肉モ
モ(皮付き)／★かに風
味かまぼこ／★たまご
／豆乳（無調製）

ごぼう／にんじん／ね
ぎ／えのきたけ／いん
げん／ほうれんそう／
きゅうり／いよかん／
干しぶどう

牛乳
◆マーラーカオ

牛乳
◆マカロニきな粉

21.1 ｇ
／

脂　質 18.9 ｇ
木

27
プレミックス粉(ﾎｯﾄｹｰ
ｷ用)／サラダ油／メー
プルシロップ／スパ
ゲッティ／かたくり粉
／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／三温糖／じゃ
がいも／薄力粉／オ

★たまご／★牛乳／豚
ひき肉／★ウィンナー
／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／ロースハム
／調製豆乳／鶏成鶏肉
胸(皮なし)

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）／干し椎茸／ほう
れんそう／ブロッコ
リー／きゅうり／いよ
かん／パセリ

豆乳
◆コシーニャ

麦茶
◆ホットケーキ

たんぱく質

ｇ
／

脂　質 18.8 ｇ
金 ヨーグルト

28
食パン(市販品）／
ジャム／サラダ油／薄
力粉／有塩バター／
じゃがいも／白ごま
(いり）／ごま油／三
温糖／水稲穀粒(精白
米)

★十勝ヨーグルト／豚
小間／★牛乳／★たま
ご／★ベーコン／ロー
スハム／豚肩ロース
(脂身付)

日本かぼちゃ／玉葱／
にんじん／パセリ／ほ
うれんそう／りょくと
うもやし／きゅうり／
はっさく

◆麦茶
◆焼肉おにぎり たんぱく質

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

29
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／ごま
油／かたくり粉／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／塩せんべい／
★ハードビスケット

★牛乳／鶏小間／なる
と／★たまご／豚小間
／木綿豆腐／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

にんじん／生しいたけ
(菌床栽培、生)／ねぎ
／えのきたけ／キャベ
ツ／きゅうり／バナナ

22.2

ｇ
土 牛乳

クラッカー

20.4 ｇ

17.0

牛乳
せんべい たんぱく質

／ ビスケット

脂　質

はっさく

冬の行事と豆

日本が原産の柑橘類。12月から2

月に収穫されたのち酸味が落ち

着いてから出荷されるので、2月

から3月頃が食べ頃になります。

生産の7割近くが和歌山県で、2割ほどが広島県で栽培

されています。皮は厚みがあって硬く、中の薄皮も硬

いのでむいて食べます。甘すぎずほのかな苦味がある

ので、サラダなどの料理にも適しています。

日本では様々な豆や豆の加工品が食べられていま

すが、行事にも深い関わりがあります。お節料理

の黒豆は、マメに働けるようにという願いが込め

られています。鏡開きのお汁粉などに使うあずき

は、縁起物としてお赤飯などにも使われています。

節分の大豆には魔除けの意味

合いがあります。栄養豊富な

豆料理を、行事の機会にたく

さん食べましょう。


