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2022年05月 献　　　立　　　表　(以上児用） 鶴来第一幼稚園(一般)

3時おやつ
熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 調味料 有機食材使用率

02 小豆ご飯 エネルギー 456 kca

l(

春の切干大根の煮物（たけのこ） 固焼きおむすび たんぱく質 15.3 ｇ

月 白和え 脂 質 10.9 ｇ

) 園の味噌汁 カルシウム 500 mg

06 アマランサスご飯 エネルギー 409 kca

l( Caひじき煮 ふかし芋ボール たんぱく質 15.6 ｇ

金 納豆和え（海苔・ごま） 脂 質 10.1 ｇ

) 切干大根と海苔の味噌汁 カルシウム 377 mg

07 ナポリタン エネルギー 510 kca

l(

いんげんの豆乳マヨネーズサラダ 赤ちゃんせんべい たんぱく質 16.1 ｇ

土 粟スープ 脂 質 16.0 ｇ

)

カルシウム 292 mg

09 梅じゃこご飯 エネルギー 439 kca

l( 車麩とじゃが芋のカレー煮 固焼きおむすび（ゆかり） たんぱく質 11.8 ｇ

月 キャベツ麹ドレッシングサラダ 脂 質 10.3 ｇ

) 玉ねぎの味噌汁 カルシウム 261 mg

10 ひじきご飯 エネルギー 550 kca

l( 厚揚げの甘酢餡 大根餅 たんぱく質 18.0 ｇ

火 納豆和え（青菜・じゃこ） 脂 質 19.6 ｇ

) ごぼうの味噌汁 カルシウム 329 mg

11 キヌアご飯 エネルギー 741 kca

l( 麻婆豆腐 米粉のレーズン蒸しパン たんぱく質 17.5 ｇ

水 海藻サラダ 脂 質 16.2 ｇ

) 春雨スープ カルシウム 432 mg

12 わかめご飯 エネルギー 493 kca

l( 豚肉入りきんぴらごぼう 芋もち（しょうゆ味） たんぱく質 13.8 ｇ

木 納豆の梅おろし和え 脂 質 15.0 ｇ

) キャベツの味噌汁 カルシウム 262 mg

13 アマランサスご飯 エネルギー 451 kca

l( 大根と車麩の煮物 米粉のマーラーカオ たんぱく質 10.2 ｇ

金 青菜の磯辺和え 脂 質 12.3 ｇ

) 玉ねぎの味噌汁 カルシウム 314 mg

14 きざみうどん エネルギー 374 kca

l( 青菜の海苔和え 北海道米の野菜せんべい たんぱく質 15.2 ｇ

土 脂 質 11.8 ｇ

)

カルシウム 405 mg

16 小豆ご飯 エネルギー 544 kca

l( じゃこ入り切干大根の煮物 納豆味噌おむすび たんぱく質 18.0 ｇ

月 白和え 脂 質 13.2 ｇ

) 園の味噌汁 カルシウム 483 mg

17 粟ご飯 エネルギー 608 kca

l( 鶏の塩から揚げ 豆腐のお焼き たんぱく質 23.4 ｇ

火 納豆和え（青菜・人参） 脂 質 20.2 ｇ

) キャベツの味噌汁 カルシウム 416 mg

18 エネルギー 0 kca

l( お家からのお弁当 揚げかき餅　塩 たんぱく質 0 ｇ

水 脂 質 0 ｇ

)

カルシウム 0 mg

19 アマランサスご飯 エネルギー 662 kca

l( 豆カレー 雑穀クッキー たんぱく質 17.9 ｇ

木 人参のドレッシングサラダ 脂 質 16.2 ｇ

) ごまプリン カルシウム 250 mg

20 筍ご飯 エネルギー 429 kca

l( 豆腐と青菜の炒め煮 わかめご飯おむすび たんぱく質 12.7 ｇ

金 玉ねぎドレッシングサラダ 脂 質 11.6 ｇ

) 海苔の味噌汁 カルシウム 336 mg

21 焼きそば エネルギー 408 kca

l( 春の入り玄米スープ 揚げかき餅　玄米 たんぱく質 8.5 ｇ

土 脂 質 14.9 ｇ

)

カルシウム 229 mg

23 切り干し大根ご飯 エネルギー 447 kca

l( Caひじき煮 夕焼けご飯おむすび たんぱく質 17.8 ｇ

月 納豆和え（青菜・梅） 脂 質 9.0 ｇ

) わかめの味噌汁 カルシウム 411 mg

24 青豆ごはん エネルギー 457 kca

l( 季節の魚の麹焼き 海苔ポテト たんぱく質 18.9 ｇ

火 ひじきと海藻の和え物 脂 質 17.2 ｇ

) 玉ねぎの味噌汁 カルシウム 549 mg

25 梅ご飯 エネルギー 426 kca

l( 春雨炒め 納豆お焼き たんぱく質 12.3 ｇ

水 青菜の胡麻和え 脂 質 11.8 ｇ

) わかめスープ カルシウム 229 mg

26 キヌアご飯 エネルギー 458 kca

l( 車麩のフライ 固焼きおむすび たんぱく質 12.5 ｇ

木 付け合わせ 脂 質 11.0 ｇ

) ごぼうの味噌汁 カルシウム 259 mg

27 人参じゃこごはん エネルギー 706 kca

l( 豆腐の胡麻味噌焼き 米粉のレーズン蒸しパン たんぱく質 24.8 ｇ

金 納豆和え（青菜・胡麻）） 脂 質 14.6 ｇ

) 海藻の味噌汁 カルシウム 344 mg

28 南蛮うどん エネルギー 341 kca

l( 青菜の和え物（しらす） 玄米ポンセン たんぱく質 14.9 ｇ

土 脂 質 7.9 ｇ

)

カルシウム 412 mg

30 小豆ご飯 エネルギー 516 kca

l( じゃこ入り切干大根の煮物 青菜のおむすび たんぱく質 19.1 ｇ

月 納豆和え（ひじき・青菜) 脂 質 11.8 ｇ

) 園の味噌汁 カルシウム 555 mg

31 アマランサスご飯 エネルギー 691 kca

l( じゃがいもカレー 雑穀ドーナッツ たんぱく質 17.2 ｇ

火 人参のドレッシングサラダ 脂 質 16.4 ｇ

) 豆乳甘酒プリン カルシウム 215 mg

有機半つき米、有機小麦粉、

有機じゃがいも、有機オート

ミール、なたね油、玄米粉（焙

煎）、有機アマランサス、森野

本葛、メープルシロップ

有機豆乳、有機大豆ミート（ミ

ンチ）、白みそ、有機玄米みそ

有機たまねぎ、有機トマトジュースづけ

（缶）、有機キャベツ、有機にんじん、有機だ

いこん、有機いんげん、有機冷凍グリンピー

ス、粉かんてん、有機にんにく、有機しょうが

有機しょうゆ、梅酢、慈眼の

塩、有機カレースパイス

有機半つき米、ごま油 有機納豆、有機あずき（乾）、

油揚げ、高野豆腐、しらす干し、

有機米みそ（淡色みそ）、有機

玄米みそ

有機にんじん、有機たまねぎ、有機こまつな、

有機だいこん、有機切り干しだいこん、有機

葉ねぎ、ひじき、こんぶ（だし用）、カットわか

め、有機白すりごま

有機しょうゆ、慈眼の塩、梅

酢

干しうどん、有機片栗粉、ごま

油

有機木綿豆腐、油揚げ、しらす

干し、高野豆腐

有機こまつな、有機ねぎ、有機にんじん、こん

ぶ（だし用）、干ししいたけ

有機しょうゆ、有機本みりん、

慈眼の塩

有機米粉、有機半つき米、ごま

油

有機豆乳、有機木綿豆腐、有

機納豆、有機玄米みそ、有機米

みそ（淡色みそ）、しらす干し、

高野豆腐、有機きな粉

有機にんじん、有機だいこん、有機こまつな、

有機ねぎ、有機れんこん、有機白いりごま、有

機白すりごま、有機葉ねぎ、有機切り干しだ

いこん、カットわかめ、ふのり、焼きのり、あお

さ

有機しょうゆ、慈眼の塩、梅

酢

有機半つき米、有機小麦粉、

焼ふ(車ふ）、パン粉、なたね

油、有機キヌア、有機片栗粉、

玄米粉（焙煎）

油揚げ、有機米みそ（淡色み

そ）、白みそ、有機玄米みそ

有機ごぼう、有機キャベツ、有機糸こんにゃ

く、有機みずな、有機にんじん、有機白ごま

ペースト

有機トマトケチャップ、有機

しょうゆ、慈眼の塩、梅酢

有機半つき米、有機米粉、有

機片栗粉、玄米粉（焙煎）、は

るさめ、ごま油

有機納豆、油揚げ 有機こまつな、有機だいこん、有機たまねぎ、

有機キャベツ、有機ねぎ、有機にんじん、有機

白すりごま、焼きのり、うめびしお、有機いん

げん、カットわかめ、干ししいたけ、有機白い

りごま、有機しょうが、有機にんにく

有機しょうゆ、みりん、有機本

みりん、慈眼の塩、有機米酢

有機じゃがいも、有機半つき

米、なたね油、有機もちきび、

ごま油

さけ、有機米みそ（淡色みそ）、

油揚げ、有機玄米みそ、高野豆

腐

有機たまねぎ、有機キャベツ、有機冷凍グリ

ンピース、有機ねぎ、有機だいこん、有機にん

じん、有機いんげん、有機白すりごま、ひじ

き、あおさ、カットわかめ、こんぶ（だし用）

有機しょうゆ、慈眼の塩、梅

酢、酒

有機半つき米、なたね油 有機納豆、有機煮大豆、有機

木綿豆腐、有機米みそ（淡色み

そ）、油揚げ、いわし(煮干し)、

有機玄米みそ

有機糸こんにゃく、有機だいこん、有機にんじ

ん、有機たまねぎ、有機切り干しだいこん、有

機こまつな、ひじき、有機葉ねぎ、カットわか

め、うめびしお、有機しょうが、あおさ

有機しょうゆ、酒、慈眼の塩、

有機本みりん、梅酢

日

／

曜
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材料名（昼食・3時おやつ）
栄　養　価

有機半つき米、なたね油、有機

片栗粉、玄米粉（焙煎）、ごま

油

有機絹ごし豆腐、有機あずき

（乾）、油揚げ、白みそ、高野豆

腐、有機米みそ（淡色みそ）、有

機玄米みそ

有機にんじん、有機たまねぎ、有機切り干し

だいこん、有機たけのこ水煮、有機こまつな、

有機糸こんにゃく、有機葉ねぎ、有機白ごま

ペースト、有機白すりごま、ひじき、こんぶ（だ

し用）、カットわかめ

有機しょうゆ、慈眼の塩、梅

酢

有機半つき米、有機じゃがい

も、有機さつまいも、有機アマ

ランサス、ごま油、なたね油

有機納豆、有機煮大豆、有機

米みそ（淡色みそ）、いわし(煮

干し)、しらす干し、有機玄米み

そ

有機糸こんにゃく、有機たまねぎ、しめじ、有

機にんじん、有機白すりごま、ひじき、有機切

り干しだいこん、あおさ、有機葉ねぎ、焼きの

り

有機しょうゆ、酒、慈眼の塩、

有機本みりん、梅酢

有機スパゲッティ、有機じゃが

いも、赤ちゃんせんべい、なた

ね油、有機もちあわ、有機アマ

ランサス

油揚げ、有機豆乳、白みそ 有機たまねぎ、有機いんげん、マッシュルー

ム、有機にんじん、有機ピーマン、干ししいた

け、有機白いりごま、有機しょうが

有機トマトケチャップ、慈眼

の塩、有機米酢、有機玄米

酢、有機しょうゆ、梅酢、パセ

リ粉、有機白こしょう

有機半つき米、有機じゃがい

も、なたね油、焼ふ(車ふ）、有

機キヌア、有機片栗粉、有機玄

米粉

しらす干し、有機米みそ（淡色

みそ）、白みそ、有機玄米みそ、

高野豆腐

有機たまねぎ、有機にんじん、有機キャベツ、

有機いんげん、有機こまつな、うめびしお、焼

きのり

有機しょうゆ、有機本みりん、

有機玄米酢、慈眼の塩、梅

酢、有機カレースパイス

有機半つき米、有機片栗粉、

玄米粉（焙煎）、なたね油、ご

ま油

有機納豆、有機三角厚あげ、油

揚げ、有機米みそ（淡色みそ）、

しらす干し、高野豆腐、有機玄

米みそ

有機だいこん、有機にんじん、有機たまねぎ、

有機こまつな、有機ごぼう、有機糸こんにゃ

く、有機ピーマン、有機しいたけ、ひじき、焼き

のり

有機しょうゆ、有機トマトケ

チャップ、有機玄米酢、有機

本みりん、慈眼の塩、梅酢

有機半つき米、有機米粉、ごま

油、有機キヌア、有機片栗粉、

はるさめ

有機豆乳、有機木綿豆腐、油

揚げ、有機玄米みそ、高野豆

腐、しらす干し

有機キャベツ、有機にんじん、有機ねぎ、有機

たまねぎ、有機いんげん、有機だいこん、干し

しいたけ、ひじき、カットわかめ、有機にんに

く、有機しょうが、有機白すりごま

有機しょうゆ、慈眼の塩、有

機本みりん

有機半つき米、有機じゃがい

も、ごま油、有機片栗粉、森野

本葛、玄米粉（焙煎）、なたね

油

有機納豆、有機豚ばら肉、有機

米みそ（淡色みそ）、有機玄米

みそ

有機ごぼう、有機にんじん、有機だいこん、有

機キャベツ、有機緑豆もやし、有機こまつな、

有機白すりごま、うめびしお、カットわかめ、

おにぎりわかめ、焼きのり

有機しょうゆ、有機本みりん、

慈眼の塩、梅酢

有機半つき米、有機米粉、な

たね油、黒砂糖、有機アマラン

サス、有機片栗粉、焼ふ(車

ふ）

有機豆乳、有機米みそ（淡色み

そ）、有機きな粉、有機玄米み

そ、白みそ、高野豆腐

有機たまねぎ、有機こまつな、有機にんじん、

有機緑豆もやし、有機だいこん、有機白すり

ごま、こんぶ（だし用）、焼きのり

有機しょうゆ、慈眼の塩

干しうどん、無添加北海道米

の野菜せんべい、ごま油

油揚げ 有機こまつな、有機たまねぎ、有機だいこん、

有機しいたけ、こんぶ（だし用）、焼きのり、有

機葉ねぎ、干ししいたけ

有機しょうゆ、有機本みりん、

慈眼の塩、梅酢

有機半つき米、ごま油 有機絹ごし豆腐、有機玄米み

そ、有機あずき（乾）、油揚げ、

高野豆腐、しらす干し、有機米

みそ（淡色みそ）、白みそ、有機

納豆

有機にんじん、有機たまねぎ、有機切り干し

だいこん、有機こまつな、有機糸こんにゃく、

有機葉ねぎ、有機白ごまペースト、ひじき、こ

んぶ（だし用）、カットわかめ

有機しょうゆ、慈眼の塩、梅

酢

有機半つき米、じゃがいも、玄

米粉（焙煎）、有機片栗粉、な

たね油、有機米粉、有機もちあ

わ

有機鶏もも肉、有機木綿豆腐、

有機納豆、有機米みそ（淡色み

そ）、有機玄米みそ

有機だいこん、有機キャベツ、有機緑豆もや

し、有機こまつな、有機にんじん、カットわか

め、有機白すりごま

有機しょうゆ、慈眼の塩

揚げかき餅　塩

有機半つき米、有機小麦粉、

有機じゃがいも、有機オート

ミール、なたね油、玄米粉（焙

煎）、有機アマランサス、森野

本葛、黒砂糖

有機豆乳、有機煮大豆、白み

そ、有機玄米みそ

有機たまねぎ、有機にんじん、有機トマト

ジュースづけ（缶）、有機キャベツ、有機だい

こん、有機いんげん、有機白ごまペースト、有

機にんにく、有機しょうが、粉かんてん

有機しょうゆ、梅酢、慈眼の

塩、有機カレースパイス

有機半つき米、ごま油、有機オ

リーブ油

有機木綿豆腐、油揚げ、有機

米みそ（淡色みそ）、高野豆腐、

有機玄米みそ、しらす干し

有機にんじん、有機だいこん、有機こまつな、

有機たまねぎ、有機たけのこ水煮、有機いん

げん、有機白すりごま、有機切り干しだいこ

ん、有機葉ねぎ、おにぎりわかめ、焼きのり、

こんぶ（だし用）

有機しょうゆ、梅酢、有機玄

米酢、慈眼の塩

焼きそばめん、揚げかき餅　玄

米、なたね油、玄米パフ

白みそ 有機たまねぎ、有機キャベツ、有機にんじん、

有機セロリ、有機しょうが、有機白いりごま、

あおさ

オイスターソース、有機しょう

ゆ、梅酢、慈眼の塩、パセリ

粉、有機白こしょう

平均栄養価

エネルギー：408 kcal  

たんぱく質： 14.5

脂 質： 13.4

カルシウム： 314 mg

食物繊維： 6.7

食塩相当量： 2.1

当園では、できるだ

け有機（オーガニッ

ク）食材を使って給食

を作っています。

有機（オーガニッ

ク）食材使用率を葉っ

ぱのマークで表示して

います。

4つ → 95％以上

3つ → 80～95

2つ → 50～80

1つ → 50％以下

※有機食材使用率は、

給食の献立のみを計算

しています。

３時のおやつは含まれ

ておりません。

このマークが書

いてある日は、

スプーンを持参

※食材の仕入れ

状況や天候等に
よりメニューが

変更になる場合



鶴来第一幼稚園(一般)

エネルギー：408 kcal  

たんぱく質： 14.5ｇ

質： 13.4ｇ

カルシウム： 314 mg

： 6.7 g

食塩相当量： 2.1 g

当園では、できるだ

け有機（オーガニッ

ク）食材を使って給食

を作っています。

有機（オーガニッ

ク）食材使用率を葉っ

ぱのマークで表示して

％以上

80～95％

50～80％

50％以下

有機食材使用率は、

給食の献立のみを計算

しています。

３時のおやつは含まれ

ておりません。

このマークが書

いてある日は、

スプーンを持参

食材の仕入れ

状況や天候等に
よりメニューが

変更になる場合


