
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

03 560.9(515.7)

月 25.0(23.3)

17.7(18.0)

1.7(1.5)

04 745.6(663.5)

火 26.2(24.3)

36.3(32.9)

2.1(1.7)

05 595.4(508.8)

水 31.2(20.5)

18.6(18.2)

1.7(1.3)

06 713.5(637.8)

木 23.6(22.1)

22.3(21.7)

2.8(2.3)

07 681.0(611.8)

金 24.8(23.2)

24.9(23.7)

1.9(1.7)

10 444.0(422.2)

月 19.5(18.9)

10.4(12.2)

2.1(1.8)

12 663.3(597.6)

水 26.0(24.1)

18.0(18.2)

1.8(1.5)

13 658.7(589.2)

木 27.6(23.9)

26.8(25.1)

2.0(1.8)

14 624.5(566.6)

金 24.1(22.6)

20.5(20.2)

1.7(1.4)

17 620.2(563.1)

月 21.1(20.2)

22.2(21.6)

1.7(1.4)

18 681.9(607.3)

火 33.2(28.9)

24.8(23.4)

1.9(1.6)

19 728.5(649.8)

水 27.9(25.6)

19.5(19.4)

2.4(2.0)

20 568.7(517.2)

木 24.9(23.0)

19.0(18.8)

2.1(1.7)

21 704.8(630.9)

金 23.6(22.2)

25.3(24.0)

2.0(1.7)

25 548.1(483.2)

火 19.5(17.8)

14.6(14.6)

1.5(1.2)

26 629.8(570.9)

水 23.7(22.3)

29.7(27.6)

2.2(1.9)

27 654.9(482.1)

木 26.4(19.9)

24.8(17.6)

2.3(1.3)

28 589.6(520.8)

金 20.2(18.5)

20.6(19.6)

1.9(1.5)

以上児 未満児
目標量/平均栄養価 目標量/平均栄養価

熱量 601/626 523/560

タンパク質 24.1/24.9 20.9/22.4

脂質 16.7/19.2 14.5/18.8

食塩相当量 2.0/2.0 1.8/1.7

＊千葉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

日付 献立
材         料        名

米、ホットケーキ粉、砂
糖、押麦、油

豆腐、卵、いわし、鶏
肉、ベーコン、ツナ、
卵、練乳、牛乳

豚肉、ツナ、しらす干
し、牛乳

ご飯☆麦入り、キャベツ
とはるさめの中華スー
プ、ポークチャップ、ブ
ロッコリーのミモザサラ
ダ、みかん

いちご、りんご、たまねぎ、こ
まつな、キャベツ、もやし、に
んじん、しいたけ、さやえんど
う、ひじき、しょうが

しょうゆ、酒、コンソ
メ、食塩

牛乳

2020年2月　幼児月間献立表

10時おやつ 3時おやつ

牛乳、りん
ごケーキ

ご飯☆麦入り、節分・い
わしのつみれスープ、擬
製豆腐、小松菜ともやし
のあえ物、いちご

牛乳
牛乳、お好
み焼き

牛肉のみそ丼、けんちん
汁、ブロッコリーの白あ
え、みかん

米、ホットケーキ粉、マ
ヨネーズ、ごま、砂糖、
油、ごま油

豆腐、牛肉、鶏肉、ツ
ナ、卵、ハム、油揚げ、
米みそ、牛乳

みかん、ブロッコリー、チンゲ
ンサイ、たまねぎ、だいこん、
にんじん、りんご、赤ピーマ
ン、ねぎ、ごぼう

だし汁、しょうゆ、酒、
食塩、パセリ粉

牛乳

ぶどうジュース、たまねぎ、
ホールコーン、にんじん、キャ
ベツ、もやし、ピーマン、しい
たけ、こまつな、干ししいた
け、粉かんてん、焼のり

だし汁、しょうゆ、酒、
中華だし、食塩

牛乳

牛乳、ツナ
パン

ご飯☆麦入り、チキン
スープ、カレイのチーズ
焼き、スペイン風オムレ
ツ、りんご

米小麦粉、ながいも、オ
リーブ油、押麦、油

かれい、卵、豚肉、鶏
肉、チーズ、コンビー
フ、干しえび、削り節、
牛乳

りんご、たまねぎ、ブロッコ
リー、トマト、キャベツ、ミニ
トマト、ピーマン、にんじん、
セロリ、エリンギ、えのきた
け、ねぎ、あおのり

ケチャップ、食塩、中濃
ソース、コンソメ、こ
しょう

牛乳、おさ
かなごはん

米、クラッカー、はるさ
め、マヨネーズ、片栗
粉、押麦、油、砂糖

豚肉、卵、ハム、ツナ、
チーズ、牛乳

みかん、ブロッコリー、キャベ
ツ、たまねぎ、にんじん、マー
マレード、ピーマン、ねぎ

ケチャップ、しょうゆ、
ウスターソース、中華だ
し、食塩 牛乳

牛乳、ク
ラッカーサ
ンド

肉みそラーメン、シュウ
マイ、野菜炒め、ぶどう
ゼリー

中華めん、米、砂糖、
油、片栗粉

牛乳
牛乳、豆腐
ポンデケー
ジョ

ご飯☆麦入り、味噌汁、
豚肉のBBQソース、チン
ゲン菜とちくわのさっと
煮、りんご

米、せんべい、押麦、ご
ま、砂糖

豚肉、ちくわ、米みそ、
チーズ、高野豆腐、いわ
し、牛乳

りんご、チンゲンサイ、たまね
ぎ、にんじん、えのきたけ、
ピーマン、ねぎ、カットわか
め、しょうが、にんにく

だし汁、ケチャップ、
しょうゆ、本みりん、酢

牛乳

さば、卵、豚肉、かにか
まぼこ、干しえび、削り
節、牛乳

こまつな、キャベツ、バナナ
、にんじん、にら、ピーマン、
しょうが、あおのり

だし汁(かつお)、しょう
ゆ、○ウスターソース、
酒、食塩

牛乳

牛乳、せん
べい、おや
つ小魚、
チーズ

ご飯☆麦入り、野菜スー
プ、ハンバーグ、野菜炒
め、いちご

米、白玉粉、強力粉、片
栗粉、押麦、オリーブ
油、油、砂糖

豚肉、豆腐、豚レバー、
チーズ、牛乳

いちご、たまねぎ、コーン、に
んじん、トマト、キャベツ、ブ
ロッコリー、しめじ、えのきた
け、セロリ、しいたけ、あおの
り

ケチャップ、ウスター
ソース、食塩、コンソ
メ、○食塩

牛乳、焼き
そば

ご飯☆麦入り、豆腐すま
し汁、鶏肉のマーマレー
ド焼き、切干し大根と里
芋の旨煮、みかん

米、さといも、小麦粉、
無塩バター、押麦、砂
糖、片栗粉、油

鶏肉、豆腐、油揚げ、
卵、牛乳

みかん、ブロッコリー、ほうれ
んそう、切り干しだいこん、に
んじん、マーマレード、さやえ
んどう、カットわかめ

だし汁(かつお)、しょう
ゆ、本みりん、食塩

牛乳

牛乳、せん
べい、ビス
ケット、
チーズ

ご飯☆麦入り、かき玉
汁、さばの竜田揚げ、小
松菜のおかかあえ、バナ
ナ

米、焼そばめん、片栗
粉、ごま油、油、押麦、
砂糖

牛乳
牛乳、栄養
いっぱい焼
きそば

カレーライス、きのこの
スープ、切干大根のサラ
ダ、みかん

米、じゃがいも、片栗
粉、砂糖、マヨネーズ、
オリーブ油、ごま

豚肉、豆乳、ハム、きな
粉、白みそ、牛乳

みかん、たまねぎ、にんじん、
えのきたけ、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、こしょう

牛乳

牛乳、豆腐、豚肉、卵、
生クリーム、ハム、チー
ズ

いちご、クリームコーン、にん
じん、コーン、たまねぎ、きゅ
うり、ミニトマト、もも、あさ
つき、パイナップル、ニンニク

ケチャップ、ウスター
ソース、中華だし(顆
粒)、食塩、こしょう、パ
セリ粉

牛乳

牛乳、豆乳
もち

ご飯☆麦入り、すまし
汁、さけのちゃんちゃん
焼き、厚揚げのそぼろ
煮、バナナ

米、焼そばめん、砂糖、
油、片栗粉、押麦、ごま
油

牛乳、厚揚げ、さけ、豚
肉、干しえび、米みそ

キャベツ、にんじん、バナナ、
たまねぎ、こまつな、もやし、
しめじ、ピーマン、えのきた
け、グリンピース、あおのり

だし汁(かつお)、○ウス
ターソース、しょうゆ、
みりん風調味料、酒、食
塩、こしょう

牛乳、ロー
ルケーキ

ご飯☆麦入り、みそ汁、
肉豆腐、チンゲン菜のし
らすサラダ、りんご

米、砂糖、押麦、油、バ
ター

豆腐、豚肉、さば、しら
す干し、米みそ、牛乳

りんご、チンゲンサイ、トマ
ト、たまねぎ、にんじん、な
す、キャベツ、かぼちゃ、ね
ぎ、ピーマン、えのきたけ、
カットわかめ、にんにく、しょ
うが

だし汁、しょうゆ、カ
レールウ、酢、ウスター
ソース、本みりん、食塩

牛乳
牛乳、鯖カ
レー

ロールパン、コーンスー
プ、豆腐のミートグラタ
ン、マカロニサラダ、い
ちご

ロールパン、砂糖、マカ
ロニ、小麦粉、マヨネー
ズ、バター、パン粉、オ
リーブ油

　お弁当の日

米、さつまいも、ホット
ケーキ粉、マヨネーズ、
片栗粉、油、砂糖、押
麦、無塩バター、ごま

牛乳、豚肉、チーズ、
卵、ハム、しらす干し、
米みそ

みかん、たまねぎ、にんじん、
きゅうり、しいたけ、こまつ
な、ほうれんそう、ピーマン、
なめこ、カットわかめ

だし汁、酢、しょうゆ、
コンソメ、食塩

牛乳

牛乳、豆乳
ゼリー

ご飯☆麦入り、みそ汁、
鶏肉の甘酢煮、きゅうり
の昆布あえ、バナナ

米、じゃがいも、油、片
栗粉、押麦、砂糖、ごま
油

豆乳、鶏肉、ゆであず
き、きな粉、油揚げ、米
みそ、牛乳

たまねぎ、きゅうり、バナナ、
にんじん、チンゲンサイ、黄
ピーマン、ピーマン、ねぎ、え
のきたけ、塩こんぶ、粉かんて
ん

だし汁、しょうゆ、酢、
食塩

牛乳

ゆでうどん、米、さとい
も、小麦粉、油、砂糖、
片栗粉

牛乳、ヨーグルト、鶏
肉、ウインナー、大豆、
卵、なると、油揚げ

かぼちゃ、みか、バナナ、たま
ねぎ、にんじん、だいこん、パ
イナップル、ピーマン、ねぎ、
しめじ、刻みこんぶ

だし汁、しょうゆ、本み
りん、酒、食塩

牛乳

牛乳、チー
ズカップ
ケーキ

牛乳、大豆
ごはん

ご飯☆麦入り、中華スー
プ、野菜たっぷりマー
ボー、切干大根のねりご
ま和え、プチゼリー

米、プチゼリー、ホット
ケーキ粉、砂糖、片栗
粉、押麦、ねりごま、は
るさめ、ごま油、小麦粉

豆腐、合びき肉(牛・
豚)、ソーセージ、卵、牛
乳、米みそ

なす、にんじん、ピーマン、に
ら、たまねぎ、切り干しだいこ
ん、コーン、トウミョウ、ニン
ニク、しょうが

しょうゆ、酒、食塩、中
華だし、こしょう

牛乳

牛乳、コー
ンウイン
ナー蒸しパ
ン

けんちんうどん、ウィン
ナーのかき揚げ、かぼ
ちゃのそぼろあんかけ、
果物のヨーグルトあえ

牛乳、アメ
リカンドッ
グミニ

ご飯☆麦入り、野菜スー
プ、ポークビーンズ、ブ
ロッコリーのごまあえ、
いちご

米、じゃがいも、ホット
ケーキ粉、押麦、ごま、
油、砂糖

牛乳、豚肉、ウイン
ナー、大豆、卵

いちご、たまねぎ、にんじん、
トマト、ブロッコリー、クリー
ムコーン、キャベツ、おくら、
ニンニク

ケチャップ、コンソメ、
食塩、しょうゆ、パセリ
粉 牛乳


