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午 後 午 後

午 前 午 前
納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal けんちんうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal
味噌汁（玉葱・もやし） ぶり竜田揚げ
鰆の照り焼き 小松菜と人参のお浸し
五目和え 果物(バナナ)
果物(はっさく)

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
五目寿司 ｴﾈﾙｷﾞｰ 536 kcal じゃこチャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 553 kcal
すまし汁（菜花・はんぺん 豚肉と野菜のごまスープ
とり天 ツナサラダ
春キャベツの和マヨあえ 果物(バナナ)
果物(苺)

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
ウィンナーピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal 親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 546 kcal
チキンスープ せん切り野菜のすまし汁
えびフライ 野菜のじゃこ和え
スパゲティーサラダ 果物(はるみオレンジ)
果物(清見オレンジ)

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
タンメン ｴﾈﾙｷﾞｰ 527 kcal もち麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 548 kcal
珍珠丸子 味噌汁(小松菜･わかめ)
白菜のりサラダ 肉豆腐
果物(バナナ) 梅ドレッシングサラダ

果物(りんご)
食塩相当量 1.4 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

人参ロール ｴﾈﾙｷﾞｰ 541 kcal レーズンパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 529 kcal
コーンスープ クラムチャウダー
チリコンカン たらのトマト煮込み
大根サラダ フレンチサラダ
果物(ぽんかん） 果物(いよかん)

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
豚丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 528 kcal 炊き込みご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal
チキンときのこのスープ すまし汁（葱・えのき）
もやしの胡麻和え 豚肉の生姜焼き
果物(バナナ) マカロニサラダ

果物(はっさく)
食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ

チキンカレーライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 566 kcal きつねうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 529 kcal
白菜と豆腐のスープ 豆腐のまさご揚げ
いかサラダ 花野菜サラダ
果物(いよかん) 果物(バナナ)

食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
きびご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal チキンピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal
味噌汁(豆腐･わかめ) 野菜とベーコンのスープ
名古屋チキン キャベツカニカマサラダ
豆サラダ 果物(バナナ)
果物(清見オレンジ)

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
かにスープ ｴﾈﾙｷﾞｰ 453 kcal 五穀米ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 525 kcal
白身魚のフライ すまし汁（わかめ・花麩）
コールスローサラダ 鯖のみそ煮
果物(苺) 小松菜と切干大根の和え物

果物(清見オレンジ)
食塩相当量 1.2 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ

クリームコーンパスタ ｴﾈﾙｷﾞｰ 531 kcal ドリア風ライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 471 kcal
野菜スープ ジュリアンヌスープ
かにかまﾌﾞﾛｯｺﾘｰのサラダ ささみの梅サラダ
果物(いよかん) 果物(りんご)

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 550 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 532 kcal タンパク質 20.1 g
味噌汁(白菜・油揚げ) 18.0 g 食塩相当量 1.9 g
たらの和マヨ焼き
糸こんにゃくのナムル 今月の地場産物：たまご・ねぎ・ほうれん草・さつまいも
果物(りんご)

食塩相当量 2.6 ｇ
スパゲティーナポリタン ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
牛乳
コーンサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.2 ｇ
えびのあんかけチャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 580 kcal
わかめスープ
さつま芋サラダ
果物(デコポン）

食塩相当量 2.3 ｇ
麻婆丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 558 kcal
中華風コーンスープ
春雨サラダ
果物(甘夏)

食塩相当量 1.8 ｇ
玄米ロール ｴﾈﾙｷﾞｰ 548 kcal
カレースープ
ミートボール
イタリアンサラダ
果物(いよかん)

食塩相当量 2.0 ｇ

たんぱく質 21.7 ｇ
／

脂　質 16.4 ｇ
水

18
★ハードビスケット／
玄米パン／じゃがいも
／パン粉(乾燥)／かた
くり粉／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／三温糖／
サラダ油／もち米／水
稲穀粒(精白米)

★牛乳／鶏小間／豚ひ
き肉／★たまご／ロー
スハム／★切れてる
チーズ／あずき(乾）

玉葱／にんじん／パセ
リ／グリンピース(冷
凍)／ブロッコリー／
きゅうり／いよかん

◆麦茶
◆ぼたもち

牛乳
ビスケット

たんぱく質 19.3 ｇ
／

脂　質 17.2 ｇ
火

17
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／ごま油／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)
／普通はるさめ(乾)／
三温糖／薄力粉／グラ
ニュー糖／無塩バター
／サラダ油

★牛乳／木綿豆腐／豚
ひき肉／鶏若鶏肉ひき
肉／★たまご／ロース
ハム

バナナ／玉葱／にんじ
ん／にら／にんにく
(りん茎)／ねぎ／きゅ
うり／なつみかん

牛乳
◆焼きドーナツ

牛乳
果物(バナナ)

たんぱく質 19.6 ｇ
／

脂　質 20.3 ｇ
月

16
スティックパン／水稲
穀粒(精白米)／サラダ
油／ごま油／かたくり
粉／さつまいも／じゃ
がいも／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／プレミッ
クス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ用)

★牛乳／★たまご／む
き海老／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／ロース
ハム／★ウィンナー

ねぎ／玉葱／干し椎茸
／さやえんどう／しょ
うが／にんにく(りん
茎)／だいずもやし／
きゅうり／にんじん／
きよみ(砂じょう、生)

牛乳
◆アメリカンドッグ

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

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)／マヨ
ドレ／塩せんべい／★
ハードビスケット

★ベーコン（卵・乳製
品除去／★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 20.7 ｇ
／

脂　質 19.9 ｇ
金

13
コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／糸こん
にゃく／白ごま（す
り）／ごま油／三温糖
／ロールパン

★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)／たら／★かに
風味かまぼこ／★ウィ
ンナー

はくさい／玉葱／ほう
れんそう／にんじん／
りんご／キャベツ

牛乳
◆ホットドッグ

牛乳
コーンフレーク

たんぱく質 18.1 ｇ
／

脂　質 18.5 ｇ
木

12
ｸﾞﾚｰﾌﾟｾﾞﾘｰ／スパゲッ
ティ／とうもろこし缶
詰(ｸﾘｰﾑ)／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／じゃが
いも／有塩バター／三
温糖／ごま油／薄力粉
／上新粉

★ベーコン／★牛乳／
★ｸﾘ-ﾑ(乳脂肪･植物性
脂肪）／★かに風味か
まぼこ／★たまご／豚
ひき肉／さくらえび
(素干し)

玉葱／にんじん／パセ
リ／キャベツ／ブロッ
コリー／きゅうり／い
よかん／にら／ねぎ

牛乳
◆チヂミ

グレープゼリー

たんぱく質 18.2 ｇ
／

脂　質 21.7 ｇ
水

11
中華風クッキ－／かた
くり粉／薄力粉／パン
粉(乾燥)／サラダ油／
とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)／三温糖／ショート
ケーキ

★牛乳／ずわいがに
(水煮缶詰)／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／★
たまご／むきかれい／
ロースハム

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／ほ
うれんそう／キャベツ
／にんじん／いちご

牛乳
ケーキ

牛乳
クッキー

たんぱく質 21.6 ｇ
／

脂　質 14.0 ｇ
火

10
水稲穀粒(精白米)／き
び(精白粒）／三温糖
／薄力粉／白ごま(い
り）／じゃがいも／白
ごま（すり）／ぎょう
ざの皮／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)

★十勝ヨーグルト／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)／
鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／大豆(国産､ゆで）／
★切れてるチーズ／★

にんにく(りん茎)／
きゅうり／にんじん／
清見オレンジ／玉葱／
青ピーマン

牛乳
◆クリスピーピザ

ヨーグルト

たんぱく質 21.8 ｇ
／

脂　質 20.2 ｇ
月

9
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／じゃがいも
／三温糖／サラダ油／
ごま油／サンドイッチ
用食パン／いちごジャ
ム(低糖度)

★牛乳／鶏小間／木綿
豆腐／★ベーコン／い
かくん製

玉葱／にんじん／はく
さい／きゅうり／セロ
リー／いよかん

牛乳
◆ジャムサンド

牛乳
ウエハース

たんぱく質 20.8 ｇ
／ ビスケット

脂　質 16.3 ｇ
土

7
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／三温
糖／サラダ油／かたく
り粉／白ごま(いり）
／塩せんべい／★ハー
ドビスケット

★牛乳／豚小間／鶏小
間／★かに風味かまぼ
こ

玉葱／にんじん／えの
きたけ／干し椎茸／ﾌﾞ
ﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／バナ
ナ

牛乳
せんべい

牛乳
クラッカー

たんぱく質 21.0 ｇ
／

脂　質 21.1 ｇ
金

6
マカロニ／三温糖／人
参ロール／とうもろこ
し缶詰(ｸﾘｰﾑ)／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／か
たくり粉／白ごま（す
り）／水稲穀粒(精白
米)

★牛乳／きな粉(大
豆）／大豆(国産､ゆ
で）／豚ひき肉／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)
／油揚げ

玉葱／にんじん／グリ
ンピース(冷凍)／だい
こん／きゅうり／ぽん
かん

◆麦茶
◆いなり寿司

牛乳
◆マカロニきな粉

たんぱく質 17.7 ｇ
／

脂　質 15.3 ｇ
木

5
さつまいも／中華めん
(ゆで)／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／ごま油／
もち米／かたくり粉／
白ごま(いり）／三温
糖／プチパン／サラダ
油／グラニュー糖

豚小間／豚ひき肉／★
たまご／★かに風味か
まぼこ／きざみのり／
★牛乳

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／ほ
うれんそう／干し椎茸
／ねぎ／たけのこ(ゆ
で)／しょうが／はく
さい／きゅうり／バナ
ナ

牛乳
◆揚げパン

麦茶
◆蒸しいも

たんぱく質 25.8 ｇ
／

脂　質 21.3 ｇ
水

4
スティックパン／水稲
穀粒(精白米)／オリー
ブ油／かたくり粉／薄
力粉／パン粉(乾燥)／
サラダ油／スパゲッ
ティ／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／マヨドレ／

★牛乳／★ウィンナー
／鶏小間／ブラックタ
イガー(養殖)／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
★ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(植物性脂
肪)

玉葱／パセリ／にんじ
ん／えのきたけ／ほう
れんそう／干し椎茸／
きゅうり／清見オレン
ジ／バナナ／温州蜜柑
缶詰(果肉)

◆麦茶
◆プリンパフェ

牛乳
スティックパン

たんぱく質 19.7 ｇ
／

脂　質 16.9 ｇ
火

3
★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま(いり）
／薄力粉／かたくり粉
／サラダ油／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／桜も
ち(関東風)

★牛乳／きざみのり／
★たまご／たら(でん
ぶ)／あられはんぺん
／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

にんじん／たけのこ
(ゆで)／れんこん／干
し椎茸／さやえんどう
／菜の花／しょうが／
にんにく(りん茎)／
キャベツ／きゅうり／
いちご

牛乳
桜餅

牛乳
ビスケット

たんぱく質 20.3 ｇ
／

脂　質 11.2 ｇ
月

2
かわらせんべい／水稲
穀粒(精白米)／黒ごま
（すり）／薄力粉／三
温糖／サラダ油／かた
くり粉／ごま油

糸引納豆／かたくちい
わし(煮干し)／さわら
／油揚げ／★かに風味
かまぼこ／調製豆乳／
豚ひき肉

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／玉
葱／しょうが／こまつ
な／だいずもやし／に
んじん／はっさく／き
になる野菜／干し椎茸
／ねぎ／たけのこ(ゆ
で)

気になる野菜ジュース
◆肉まん

麦茶
かわらせんべい
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19
塩せんべい／うどん
(ゆで)／じゃがいも／
糸こんにゃく／かたく
り粉／サラダ油／水稲
穀粒(精白米)

★牛乳／油揚げ／豚小
間／木綿豆腐／ぶり／
しらす干し(半乾燥品)
／かつお加工品(かつ
お節)／わかめご飯の
素

だいこん／にんじん／
ごぼう／ねぎ／にんに
く(りん茎)／しょうが
／こまつな／バナナ

◆麦茶
◆わかめおにぎり

たんぱく質 20.2 ｇ
／

脂　質 14.9 ｇ
木 牛乳

塩せんべい

21
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／ごま油／白
ごま(いり）／白ごま
（すり）／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／三温糖
／★ハードビスケット
／塩せんべい

★牛乳／ちりめんじゃ
こ／★たまご／豚小間
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰ
ｸﾗｲﾄ)

ねぎ／玉葱／にんじん
／キャベツ／えのきた
け／きゅうり／バナナ

牛乳
ビスケット

たんぱく質 19.6 ｇ
／ せんべい

脂　質 17.7 ｇ
土 牛乳

ウエハース

23
スティックパン／水稲
穀粒(精白米)／三温糖
／黒砂糖／薄力粉／プ
レミックス粉(ﾎｯﾄｹｰｷ
用)／サラダ油

★牛乳／鶏小間／★た
まご／きざみのり／か
たくちいわし(煮干し)
／ちりめんじゃこ

玉葱／ねぎ／だいこん
／にんじん／えのきた
け／さやえんどう／
キャベツ／きゅうり／
はるみオレンジ

牛乳
◆サーターアンダギー

たんぱく質 21.9 ｇ
／

脂　質 18.0 ｇ
月 牛乳

スティックパン

24
コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／おおむ
ぎ(米粒麦）／しらた
き／三温糖／白ごま
(いり）／サラダ油／
じゃがいも／有塩バ
ター／かたくり粉

★牛乳／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／かたく
ちいわし(煮干し)／焼
き豆腐／豚小間／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)
／乳酸菌飲料／むきか
れい／★たまご

こまつな／ねぎ／キャ
ベツ／いんげん／にん
じん／梅(塩漬)／りん
ご

◆カルピス
◆フィッシュボール

たんぱく質 20.5 ｇ
／

脂　質 18.2 ｇ
火 牛乳

コーンフレーク

25
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ぶどうパン／食
パン(市販品）／ジャ
ム／じゃがいも／薄力
粉／有塩バター／オ
リーブ油／とうもろこ
し缶詰(ﾎｰﾙ)／サラダ

きな粉(大豆）／あさ
り(水煮)／★牛乳／た
ら／調製豆乳／★たま
ご

玉葱／にんじん／パセ
リ／ぶなしめじ／セロ
リー／にんにく(りん
茎)／トマト缶詰(ダイ
ス）／キャベツ／きゅ
うり／いよかん／バナ
ナ／ポッカ１００レモ

豆乳
◆バナナマフィン

たんぱく質 19.5 ｇ
／

脂　質 14.5 ｇ
水 麦茶

◆きな粉おにぎり

26
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／糸こんにゃ
く／三温糖／サラダ油
／マカロニ／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／白玉
粉

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)／
豚肩ロース(赤肉)／
ロースハム／★牛乳／
★パルメザンチーズ

にんじん／ねぎ／えの
きたけ／しょうが／
きゅうり／はっさく

牛乳
◆もちもちチーズパン

たんぱく質 20.5 ｇ
／

脂　質 16.8 ｇ
木 麦茶

塩せんべい

27
さつまいも／うどん
(ゆで)／三温糖／かた
くり粉／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／グラニュー糖

★牛乳／なると／油揚
げ／かたくちいわし
(煮干し)／絞り豆腐／
鶏若鶏肉ひき肉／むき
海老／ちりめんじゃこ
／★たまご／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／★ﾎ

ほうれんそう／にんじ
ん／ブロッコリー／
キャベツ／カリフラ
ワー／バナナ／温州蜜
柑缶詰(果肉)／パイン
アップル(缶詰)

◆麦茶
◆フルーツサンド

たんぱく質 19.4 ｇ
／

脂　質 21.7 ｇ
金 牛乳

◆蒸しいも

28
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
白ごま（すり）／マヨ
ドレ／塩せんべい／★
ハードビスケット

★牛乳／鶏若鶏肉ひき
肉／★ベーコン（卵・
乳製品除去／★かに風
味かまぼこ

玉葱／にんじん／グリ
ンピース(冷凍)／チン
ゲンツァイ／キャベツ
／きゅうり／バナナ

牛乳
せんべい

たんぱく質 17.6 ｇ
／ ビスケット

脂　質 16.7 ｇ
土 牛乳

クラッカー

30
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／五穀米の素
／花麩／三温糖／ごま
(いり）／サラダ油／
薄力粉

★牛乳／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／かたく
ちいわし(煮干し)／★
まさば／ちりめんじゃ
こ／★たまご

しょうが／こまつな／
切干しだいこん／にん
じん／清見オレンジ／
ポッカ１００レモン／
干しぶどう

牛乳
◆人参ケーキ

たんぱく質 17.9 ｇ
／

脂　質 20.2 ｇ
月 牛乳

ウエハース

たんぱく質 18.7 ｇ
／

脂　質 16.4 ｇ
火 麦茶

◆マカロニきな粉

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

31
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
薄力粉／サラダ油／有
塩バター／じゃがいも
／白ごま(いり）／サ
ンドイッチ用食パン

きな粉(大豆）／むき
海老／★牛乳／★ベー
コン／鶏若鶏肉ささ身
／ちりめんじゃこ

にんじん／玉葱／パセ
リ／だいこん／セロ
リー／きゅうり／梅干
／りんご／ねぎ

牛乳
◆じゃこトースト

よく噛んで食べる(咀嚼)習慣を

現代人は昔の人に比べ、食べもの

を噛む回数が大幅に減ったといわ

れています。その原因には、軟ら

かい食べものが好まれるように

なったこと、食にかける時間が短

くなったことなどがあげられてい

ます。

よく噛むことは唾液の分泌を促し、

消化吸収をよくする働きがあります。

また虫歯の予防や肥満予防、丈夫な

あごをつくるなどといった健康上の

メリットもあります。噛む回数が

減って、現代人のあごは昔の人より

小さくなったといわれています。そ

のため、子どもたちの口の中に永久

歯が生えるスペースが不足し、歯並

びや噛み合わせが悪くなるなどの弊

害が出ているという指摘もあります。

よく噛んで食べる習慣を、小さなう

ちから身につけましょう。

子どもの食にまつわる課題



（★印はアレルギー除去対象食品です） 530 kcal タンパク質 20.0 g
17.7 g 食塩相当量 1.9 g

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質


