
エネルギー
たんぱく質

　脂質／塩分
 (  )は未満児

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

01 609(555)

月 21.4(20.5)

21.6(21.0)

1.5(1.3)

02 615(559)

火 23.1(21.8)

25.2(24.0)

1.7(1.4)

03 571(524)

水 28.6(26.2)

20.0(19.8)

1.6(1.3)

04 535(495)

木 20.9(20.0)

16.5(17.0)

1.6(1.4)

05 663(599)

金 26.6(24.6)

21.6(21.1)

1.5(1.3)

08 744(665)

月 29.2(26.8)

31.8(29.3)

2.5(2.1)

09 649(586)

火 26.4(24.5)

24.0(23.0)

1.6(1.4)

10 592(544)

水 20.9(20.0)

18.7(18.8)

1.6(1.4)

12 576(529)

金 23.9(22.5)

27.9(26.1)

2.1(1.7)

15 772(688)

月 23.1(21.8)

23.0(22.2)

0.9(0.8)

16 692(620)

火 24.3(22.7)

26.8(25.2)

1.5(1.3)

17 588(525)

水 26.5(23.8)

16.8(16.5)

1.5(1.3)

18 591(544)

木 30.0(27.4)

18.1(18.3)

1.7(1.5)

19
金

22 718(645)

月 29.4(26.9)

23.6(22.7)

1.5(1.3)

24 529(490)

水 25.5(23.7)

15.7(16.3)

1.3(1.1)

25 417(401)

木 23.7(22.3)

17.9(18.1)

1.5(1.3)

26 505(471)

金 20.3(19.5)

14.4(15.3)

1.0(0.9)

以上児 未満児
目標量/平均栄養価 目標量/平均栄養価

熱量 630/611 530/556
タンパク質 26/25 26/23

脂質 17/21 14/21
食塩相当量 1.6/1.5 1.8/1.3

２０２１年２月　幼児食　献立表

日付 献立
材         料        名

3時おやつ

ご飯、ほうれん草の中華スー
プ、回鍋肉、きゅうりの華風
サラダ、オレンジ

米、コーンフレーク、砂
糖、しらたき、砂糖、ご
ま油

牛乳、ヨーグルト、豚
肉、生クリーム、ハム、
みそ、ゼラチン

きゅうり、オレンジジュース、
もやし、キャベツ、オレンジ 、
ほうれんそう、にんじん、えの
きたけ、ピーマン、にら、しい
たけ

しょうゆ、酢、酒、中華
だし

牛乳、ムース

■食物繊維強化day■
鬼さんカレー、野菜のコンソ
メスープ、切干大根のサラ
ダ、みかん

米、じゃがいも、オリー
ブ油、マヨネーズ、油、
ごま

牛乳、豚肉、豆乳、卵、
おから、ベーコン、ハ
ム、粉チーズ、みそ

みかん 、たまねぎ、にんじん、
キャベツ、ホールトマト、きゅ
うり、切り干しだいこん、しめ
じ、トウミョウ、グリンピース

カレールウ、コンソメ、
食塩、パセリ粉

牛乳、おから
キッシュ

ご飯、小松菜のみそ汁、さば
の竜田揚げ、ミニがんも煮、
みかん

米、さといも、片栗粉、
上新粉、油、砂糖、

牛乳、さば、鶏肉、がん
もどき、豆乳、米みそ

みかん 、こまつな、だいこん、
ミニトマト、にんじん、ねぎ、
グリンピース、干ししいたけ、
しょうが、わかめ

だし汁、しょうゆ、酒、
本みりん、食塩、パセリ
粉、こしょう

牛乳、ささみ
オーブン焼き

ご飯、キャベツの中華スー
プ、中華風ローストチキン、
もやしとほうれん草のナム
ル、りんご

米、米粉、砂糖、油、ご
ま、ごま油

牛乳、鶏肉、おから、し
らす干し

りんご、もやし、キャベツ、た
まねぎ、にんじん、ほうれんそ
う、ねぎ、ニンニク、しょう
が、ミニトマト

酢、しょうゆ、中華だ
し、本みりん、鶏がらだ
し、食塩

牛乳、すくす
く肉まん

◆鉄分強化day◆
レバー入りミートスパゲ
ティー、かぶのスープ、ブ
ロッコリーとコーンのソ
テー、果物のヨーグルトあえ

マカロニ、米、米粉、
油、砂糖、バター、ごま
油

牛乳、ヨーグルト、レ
バー、牛肉、豚肉、ウイ
ンナー

たまねぎ、かぶ、ブロッコ
リー、にんじん、みかん、バナ
ナ 、ホールコーン、パイナップ
ル、にんじん、かぶの葉、ピー
マン、あおのり

ケチャップ、ウスター
ソース、酒、しょうゆ、
食塩、コンソメ

牛乳、チャー
ハン

ご飯、白菜のミルクスープ、
ポークビーンズ、フレンチサ
ラダ、ピンクグレープフルー
ツ

米、食パン、じゃがい
も、マヨネーズ、フレン
チドレッシング、砂糖、
油

牛乳、豚肉、大豆、チー
ズ、しらす干し、ベーコ
ン、ハム

グレープフルーツ、たまねぎ、
はくさい、にんじん、キャベ
ツ、ホールトマト、きゅうり、
ホールコーン、ニンニク、あお
のり

ケチャップ、酒、コンソ
メ、食塩、パセリ粉

牛乳、のり
じゃこトース
ト

ご飯、厚揚げのみそ汁、肉
じゃが、小松菜とじゃこのお
浸し、みかん

米、じゃがいも、しらた
き、油、砂糖

牛乳、豚肉、生揚げ、
卵、しらす干し、生ク
リーム、みそ

みかん 、こまつな、にんじん、
たまねぎ、ねぎ、グリンピー
ス、わかめ

だし汁、本みりん、酒、
しょうゆ

牛乳、プリン
アラモード

ご飯、きくらげのスープ、魚
の野菜あんかけ、バンサン
スー、バナナ

米、米粉、油、はるさ
め、片栗粉、砂糖、ごま
油

牛乳、たら、チーズ、豆
乳、とうふ、卵、ハム、

きゅうり、バナナ 、たまねぎ、
にんじん、えのきたけ、にら、
ピーマン、黒きくらげ、しょう
が、ニンニク、あおのり

酢、本みりん、しょう
ゆ、酒、コンソメ、中華
だし、食塩、こしょう

牛乳、すくす
くいがぐり
ボール

ロールパン、コーンスープ、
豆腐のミートグラタン、ブ
ロッコリーツナサラダ、オレ
ンジ

ロールパン、ホットケー
キ粉、小麦粉、油、バ
ター、パン粉、オリーブ
油、和風ドレッシング

牛乳、とうふ、豚肉、ウ
インナー、ツナ、卵、
チーズ

クリームコーン、ブロッコ
リー、たまねぎ、ホールコー
ン、きゅうり、オレンジ 、にん
じん、ミニトマト、葉ねぎ、ニ
ンニク

ケチャップ、ウスター
ソース、食塩、コンソ
メ、パセリ粉、こしょう

牛乳、ミニア
メリカンドッ
グ

中華丼、たまごスープ、キャ
ベツの中華サラダ、バナナ

米、米粉、油、砂糖、片
栗粉、ごま油

牛乳、豚肉、うずら卵、
卵、とうふ、焼豚

はくさい、キャベツ、バナナ 、
きゅうり、にんじん、しいた
け、にら、たけのこ、ねぎ、黒
きくらげ、しょうが、ニンニク

ココア、しょうゆ、酢、
中華だし、食塩、こしょ
う

牛乳、すくす
く米粉のココ
アクッキー

ご飯、みそ汁、すくすくコ
ロッケ、トマト、大根とツナ
のサラダ、みかん

米、じゃがいも、ホット
ケーキ粉、パン粉、小麦
粉、油、マヨネーズ、砂
糖、無塩バター

牛乳、豚肉、牛肉、ツ
ナ、チーズ、卵、油揚
げ、みそ

みかん 、トマト 、きゅうり、だ
いこん、にんじん、たまねぎ、
ほうれんそう、えのきたけ、葉
ねぎ、ホールコーン、なめこ

だし汁、ウスターソー
ス、食塩、こしょう

牛乳、カップ
ケーキ・チー
ズ

ご飯、豆腐スープ、鶏のから
揚げ、シーザーサラダ、オレ
ンジ

米、コーンフレーク、
油、片栗粉、マヨネー
ズ、チョコチップ

牛乳、ヨーグルト、鶏
肉、とうふ、ハム、粉
チーズ

キャベツ、オレンジ 、にんじ
ん、きゅうり、いちご、トマト
、にら、しょうが、ニンニク

しょうゆ、酢、酒、中華
だし、食塩、こしょう

牛乳、お誕生
日パフェ

わかめごはん、みそ汁、さわ
らのごま照り焼き、千草焼
き、バナナ

米、ごま、せんべい、砂
糖

牛乳、ヨーグルト、さわ
ら、卵、鶏肉、米みそ、
いわし、アーモンド

バナナ 、かぶ、ほうれんそう、
ごぼう、生わかめ、にんじん、
かぶの葉、干ししいたけ

だし汁、しょうゆ、本み
りん、酒、しょうゆ、食
塩

牛乳、ヨーグ
ルト、せんべ
い、小魚
（アーモン
ド）

野菜たっぷりちゃんぽん麺、
春巻き、小松菜とわかめのナ
ムル、バナナ

中華めん、米、春巻の
皮、油、砂糖、ごま油、
片栗粉、ごま

牛乳、豚肉、鶏肉、かま
ぼこ、油揚げ

にんじん、もやし、チンゲンサ
イ、キャベツ、バナナ 、たまね
ぎ、にんじん、コーン、葉ね
ぎ、わかめ

だし汁、酒、本みりん、
しょうゆ、しょうゆ、中
華だし、酢、食塩

牛乳、油揚げ
とにんじんの
混ぜご飯

ご飯、チキンスープ、カレイ
のチーズ焼き、ブロッコリー
の三色サラダ、みかん

米、ゆでうどん、ごま
油、油

牛乳、かれい、豚肉、
チーズ、鶏肉、削り節、

みかん、ブロッコリー、にんじ
ん、キャベツ、たまねぎ、ホー
ルコーン、にんじん、えのきた
け、あおのり

ウスターソース、酢、食
塩、コンソメ、こしょう

牛乳、焼きう
どん

牛乳、すくす
くおからのポ
ンデケージョ
風

◆鉄分強化day◆
ご飯、白菜のみそ汁、すごも
り卵風、レバー唐揚げ、ヨー
グルト

米、じゃがいも、片栗
粉、油、砂糖、オリーブ
油、マヨネーズ

牛乳、ヨーグルト、レ
バー、卵、鶏肉、おか
ら、ベーコン、みそ、油
揚げ

はくさい、キャベツ、にんじ
ん、たまねぎ、しめじ、えのき
たけ、しょうが、あおのり

だし汁、しょうゆ、ケ
チャップ、ウスターソー
ス、食塩

牛乳、みたら
し芋もち

＊福島県産コシヒカリを使用しております。

＊献立変更の可能性があります。ご了承ください。

★保育園で初めて食べる食材が無いようご家庭で練習してきてください

給食提供はありません（発表会）

ご飯、きのこのスープ、鶏肉
の野菜煮込み、きゅうりと
コーンのサラダ、ピンクグ
レープフルーツ

米、じゃがいも、片栗
粉、油、米粉、砂糖

牛乳、鶏肉、おから、
チーズ

グレープフルーツ、ホールトマ
ト、にんじん、たまねぎ、きゅ
うり、ホールコーン、しめじ、
えのきたけ、エリンギ、しょう
が、ニンニク

酢、しょうゆ、コンソ
メ、食塩、こしょう


