2019年7月幼児食月間献立表
日付

01
月

献立

エネルギー
たんぱく質
脂質／塩分
( )は未満児

材
熱と力になるもの

523.0(488.9)

ご飯☆麦入り、イギリス風ランチ 23.8(22.4)
スープ、タンドリーチキン、ブ
ロッコリーの三色サラダ、バナナ 16.1(16.7)

料

名

血や肉や骨になるもの

(◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

3時おやつ
体の調子を整えるもの

調味料

米、○クラッカー、麦、
油

○牛乳、鶏肉、ヨーグル
ト、○ツナ、○チーズ、
ベーコン、◎牛乳

ブロッコリー、バナナ、玉ねぎ、
キャベツ、にんじん、トマト、とう
もろこし、ニンニク

コンソメ、しょうゆ、
食塩、酢、カレー粉、
パセリ粉、こしょう

牛乳、クラッカー
サンド(ツナチー
ズ）

米、○食パン、○マヨ
ネーズ、ごま、砂糖、
油、麦、麩

○牛乳、豆腐、卵、鶏
肉、○しらす、○チー
ズ、◎牛乳

もやし、ほうれん草、オレンジ、に
んじん、玉ねぎ、えのき茸、ねぎ、
枝豆、椎茸、○青のり

だし汁、しょうゆ、み
りん、中華だし、食塩

牛乳、のりじゃこ
トースト

米、○片栗粉、ごま、○
油、麦、ごま油

○牛乳、さわら、○鶏
肉、豆腐、○おから、鶏
肉、竹輪、油揚げ、◎牛
乳

キウイフルーツ、大根、もやし、に
んじん、○玉ねぎ、ピーマン、ね
ぎ、ごぼう、切干大根、○ニンニ
ク、○しょうが

だし汁、○ケチャッ
プ、しょうゆ、みり
ん、酒、食塩、○食
塩、○こしょう

牛乳、おからナ
ゲット

中華めん、○小麦粉、○
砂糖、○バター、砂糖、
油、ごま油

○牛乳、卵、○卵、ハ
ム、さば、かまぼこ、ゼ
ラチン、かつお節、◎牛
乳

きゅうり、トマト、みかん、バナ
ナ、パイナップル、にんじん、すい
か、枝豆、もやし、キウイ

しょうゆ、酢、中華だ
し

牛乳、七夕タルト

米、○ホットケーキ粉、
麦、○バター、油、ごま
油、砂糖

○牛乳、豚肉、○豆腐、
鶏肉、○卵、○チーズ、
おから、○魚肉ソーセー
ジ、みそ、高野豆腐、◎
牛乳

かぼちゃ、オレンジ、きゅうり、玉
ねぎ、ミニトマト、なす、えのき
茸、○とうもろこし、とうもろこ
し、レタス、ねぎ、ニンニク

だし汁、しょうゆ、
酒、酢

牛乳、豆腐ホット
パン

米、○コーンフレーク、
○砂糖、油、片栗粉、
麦、砂糖、ごま、バ
ター、ごま油

豚肉、○ヨーグルト、○
生クリーム、えび、うず
ら卵、○ゼラチン、◎牛
乳

白菜、にんじん、もやし、○オレン
ジジュース、○オレンジ、オレン
ジ、えのき茸、たけのこ、きくら
げ、椎茸、わかめ

○麦茶、しょうゆ、
酒、中華だし、食塩、
こしょう

麦茶、ムース

米、○小麦粉、○長い
も、オリーブ油、麦、○
油

○牛乳、かれい、卵、○
豚肉、チーズ、コンビー
フ、○えび、○かつお
節、◎牛乳

メロン、玉ねぎ、ブロッコリー、ト
マト、○キャベツ、ミニトマト、に
んじん、おくら、ピーマン、セロ
リ、エリンギ、○ねぎ、○青のり

○ケチャップ、食塩、
○ソース、コンソメ、
こしょう

牛乳、お好み焼き

米、里いも、○白玉粉、
○小麦粉、麦、○オリー
ブ油、砂糖、片栗粉、油

○牛乳、鶏肉、豆腐、○
豆腐、油揚げ、○チー
ズ、◎牛乳

バナナ、ブロッコリー、ほうれん
草、切干大根、にんじん、マーマ
レード、さやえんどう、わかめ、○
青のり

だし汁、しょうゆ、み
りん、食塩、○食塩

牛乳、豆腐ポンデ
ケージョ

○米、スパゲティー、マ
ヨネーズ、オリーブ油、
油、小麦粉、砂糖、○ご
ま油

○牛乳、卵、○豚肉、豚
肉、牛肉、鶏レバー、
チーズ、◎牛乳

グレープフルーツ、玉ねぎ、カリフ
ラワー、にんじん、なす、ブロッコ
リー、えのき茸、トマトピューレ、
○玉ねぎ、○にんじん、しめじ、○
ピーマン、さやえんどう、パセリ、

ケチャップ、ソース、
○酒、ワイン、○しょ
うゆ、コンソメ、食
塩、○食塩、こしょう

牛乳、豚肉チャー
ハン

米、○片栗粉、油、○砂
糖、マヨネーズ、片栗
粉、砂糖、麦、ごま

ヨーグルト、鶏肉、○豆
乳、○牛乳、○きな粉、
みそ、◎牛乳

ほうれん草、もやし、にんじん、玉
ねぎ、たけのこ、ピーマン、ねぎ、
しい茸、ひじき、わかめ

だし汁、○麦茶、しょ
うゆ、酒、○食塩

麦茶、牛乳くず餅

米、○米、砂糖、麦、ご
ま、○ごま油、ごま油、
○ごま

○牛乳、豚肉、豆腐、ツ
ナ、○しらす、○かつお
節、◎牛乳

キウイフルーツ、小松菜、キャベ
ツ、にんじん、えのき茸、○ねぎ、
レモン果汁、ねぎ、しょうが

だし汁、しょうゆ、
酢、食塩、○しょうゆ

牛乳、じゃこねぎ
おにぎり

米、○パン、片栗粉、
油、○砂糖、麦、○バ
ター

○牛乳、メルルーサ、
ソーセージ、卵、○きな
粉、◎牛乳

梨、とうもろこし、グリーンアスパ
ラ、とうもろこし、ねぎ、トマト
ピューレ、にんじん、あさつき、ニ
ンニク、しょうが

みりん、酒、中華だ
し、食塩、コンソメ、
こしょう

牛乳、ラスク・き
な粉

米、プチゼリー、油、片
栗粉、マヨネーズ、麦、
砂糖

○牛乳、たら、うずら
卵、◎牛乳

○とうもろこし、にんじん、玉ね
ぎ、きゅうり、○枝豆、とうもろこ
し、大根、しい茸、おくら、しょう
が、わかめ、ニンニク

ケチャップ、酒、酢、
しょうゆ、中華だし、
食塩、コンソメ、○食
塩

牛乳、ゆでとうも
ろこし、塩ゆで枝
豆

○そうめん

○卵、○なると◎牛乳

○ミニトマト○ねぎ

○麦茶、○めんつゆ

麦茶、そうめん

米、○ホットケーキ粉、
○マヨネーズ、ごま、
油、砂糖、麩

○牛乳、豆腐、牛肉、○
ツナ、○卵、みそ、◎牛
乳

梨、にんじん、チンゲン菜、玉ね
ぎ、とうもろこし、枝豆、えのき
茸、ピーマン、ねぎ、○玉ねぎ

だし汁、しょうゆ、
酒、食塩、○パセリ粉

牛乳、ツナパン

米、○ビーフン、マヨ
ネーズ、小麦粉、麦、○
油、油、砂糖、バター、
○ごま油

○牛乳、さわら、卵、○
豚肉、ベーコン、チー
ズ、◎牛乳

○玉ねぎ、オレンジ、○にんじん、
ほうれん草、にんじん、おくら、ヤ
ングコーン、とうもろこし、○ピー
マン、○椎茸、椎茸

だし汁、しょうゆ、○
酒、○しょうゆ、食
塩、コンソメ、○コン
ソメ、カレー粉、パセ
リ粉

牛乳、ビーフン

○米、そうめん、砂糖、
ごま油、片栗粉、油

ヨーグルト、豚肉、○え
び、卵、豚肉、竹輪、○
ベーコン、かつお節、◎
牛乳

白菜、おくら、もやし、みかん、バ
ナナ、○玉ねぎ、ねぎ、大根、にん
じん、○にんじん、パイナップル、
○とうもろこし、にら、のり、しょ
うが、ニンニク、青のり

○麦茶、しょうゆ、
酒、中華だし、○コン
ソメ、○食塩、食塩、
○パセリ粉、こしょう

麦茶、えびピラフ

米、○ホットケーキ粉、
砂糖、○油、麦、ごま、
ごま油、油

○牛乳、鶏肉、○ウイン
ナー、卵、○卵、○牛
乳、◎牛乳

パイナップルジュース、もやし、玉
ねぎ、パイナップル、にんじん、小
松菜、にら、かんてん、ニンニク、
しょうが

しょうゆ、酢、みり
ん、中華だし、食塩、
こしょう

牛乳、ミニアメリ
カンドッグ

米、○せんべい、片栗
粉、砂糖、麦、ごま油、
○砂糖、油

○ヨーグルト、豆腐、
卵、豚肉、ツナ、鶏肉、
○いわし、みそ、◎牛乳

すいか、冬瓜、トマト、なす、玉ね
ぎ、ピーマン、にんじん、椎茸、ニ
ンニク、しょうが

○麦茶、だし汁、だし
汁、酒、しょうゆ、○
しょうゆ、食塩

麦茶、小魚、せん
べい、ヨーグルト

米、○小麦粉、○バ
ター、○砂糖、マヨネー
ズ、春雨、油、片栗粉、
麦、砂糖、ごま

○牛乳、豚肉、○卵、
卵、ハム、○おから、○
アーモンド、えび、◎牛
乳

グレープフルーツ、冬瓜、ブロッコ
リー、玉ねぎ、にんじん、○干しぶ
どう、椎茸

ケチャップ、ソース、
酒、食塩、中華だし、
こしょう

牛乳、おからレー
ズンクッキー

米、じゃがいも、プチゼ
リー、○ホットケーキ
粉、○黒砂糖、油、麦、
○油、米粉、ごま

○牛乳、鶏肉、○牛乳、
○卵、○おから、◎牛乳

トマト、玉ねぎ、キャベツ、りん
ご、ブロッコリー、にんじん、とう
もろこし、しい茸、○干しぶどう、
わかめ、しょうが、ニンニク

しょうゆ、食塩、中華
だし、こしょう

牛乳、おから蒸し
パン

米、麦、マカロニ、春
雨、マヨネーズ、オリー
ブ油、○チョコレート、
油

○牛乳、○アイスクリー
ム、鶏肉、豚肉、ハム、
◎牛乳

すいか、なす、玉ねぎ、かぼちゃ、
チンゲン菜、きゅうり、トマト、に
んじん、とうもろこし、おくら、え
のき茸

カレールウ、中華だ
し、食塩、こしょう

牛乳、お誕生日ア
イスパフェ

1.7(1.5)

02
火

580.4(532.9)

ご飯☆麦入り、麩のすまし汁、炒 24.9(23.3)
り豆腐、ほうれん草のごま和え、
19.7(19.5)
オレンジ
2.3(1.9)

03
水

619.9(562.9)

ご飯☆麦入り、けんちん汁、さわ 29.5(26.9)
らのごま照り焼き、切干し大根の
23.1(22.3)
炒め物、ゴールドキウイ
1.9(1.6)

04
木

684.4(614.5)

七夕冷やし中華、シュウマイ、ト 25.5(23.7)
マトの和え物、七夕フルーツゼ
24.2(23.1)
リー
2.7(2.3)

05
金

582.9(534.8)

ご飯☆麦入り、おかず汁、豚肉の 25.7(23.9)
香味焼き、おから入りかぼちゃサ
18.2(18.3)
ラダ、オレンジ
1.6(1.4)

08
月

549.6(508.2)

ご飯☆麦入り、中華スープ、八宝 18.8(18.4)
菜、もやしとわかめのナムル、オ
16.5(17.0)
レンジ
2.0(1.7)

09
火

582.6(495.1)

ご飯☆麦入り、おくらスープ、カ 30.1(19.6)
レイのチーズ焼き、スペイン風オ
17.7(17.4)
ムレツ、メロン
1.7(1.3)

10
水

671.6(607.7)

ご飯☆麦入り、豆腐すまし汁、鶏 29.6(27.0)
肉のマーマレード焼き、切干し大
16.9(17.4)
根と里芋の旨煮、バナナ
2.0(1.7)

11
木

752.4(668.9)

なすミートスパゲティー、きのこ 28.2(25.9)
のスープ、花野菜のマヨネーズグ
ラタン、ピンクグレープフルーツ 27.3(25.6)
2.3(1.9)

12
金

544.1(502.3)

ご飯☆麦入り、みそ汁、鶏団子の 21.8(20.7)
照り煮、ひじきとほうれん草のサ
15.9(16.5)
ラダ、ヨーグルト
1.6(1.4)

16
火

611.0(555.8)

ご飯☆麦入り、豆腐すまし汁、豚 23.0(21.7)
しゃぶ風あえ物、小松菜とツナの
18.0(18.2)
ごま和え、ゴールドキウイ
2.0(1.7)

17
水

576.2(527.9)

ご飯☆麦入り、コーンスープ、白 23.9(22.4)
身魚のトマトソース、アスパラガ
16.7(17.2)
スと人参のソテー、なし
1.9(1.6)

18
木

551.3(508.0)

ご飯☆麦入り、おくらスープ、魚 22.0(20.9)
の甘酢あんかけ、きゅうりと卵の
16.3(16.9)
サラダ、プチゼリー
1.5(1.3)

19
金
22
月

お弁当の日
586.3(536.1)

牛肉のみそ丼、麩のすまし汁、枝 20.6(19.8)
豆の白和え、なし
21.7(21.1)
1.8(1.5)

23
火

622.2(566.3)

ご飯☆麦入り、おくらスープ、さ 24.6(23.0)
わらのコーンマヨネーズ焼き、千
26.8(25.2)
草焼き、オレンジ
1.7(1.5)

24
水

697.3(624.8)

ビビン麺、豚肉と白菜のスープ、 27.7(25.4)
おくらとちくわの海苔あえ、ヨー
14.3(15.2)
グルトあえ
3.5(2.9)

25
木

579.5(530.6)

ご飯☆麦入り、中華スープ、中華 25.7(23.9)
風ローストチキン、もやしの中華
17.9(18.2)
風和え物、パイナップルゼリー
1.6(1.4)

26
金

575.9(527.7)

ご飯☆麦入り、とうがん汁、野菜 26.5(24.5)
たっぷり夏マーボー、厚焼き卵、
15.9(16.6)
すいか
1.8(1.5)

29
月
30
火

ご飯☆麦入り、とうがんスープ、
ポークチャップ、ブロッコリーの
ミモザサラダ、ピンクグレープフ
ルーツ

671.2(604.0)
25.8(24.0)
25.0(23.8)
1.6(1.4)
590.2(539.2)

ご飯☆麦入り、わかめスープ、鶏 23.0(21.7)
肉の野菜煮込み、ブロッコリーと
14.8(15.6)
コーンのソテー、プチゼリー
2.1(1.8)

31
水

679.2(610.4)

★お楽しみメニュー★
20.2(19.4)
夏野菜カレー、はるさめスープ、
23.6(22.7)
マカロニサラダ、すいか
2.1(1.8)

＊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★

