
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

01 603.2(553.0)

水 22.4(21.3)

14.3(15.3)

1.5(1.3)

02 622.7(565.2)

木 25.4(23.6)

20.7(20.4)

1.7(1.4)

03 643.8(583.0)

金 24.5(22.9)

21.9(21.4)

1.2(1.0)

06 604.7(550.8)

月 22.3(21.1)

22.2(21.6)

0.9(0.9)

07 639.1(579.4)

火 23.9(22.4)

26.0(24.6)

2.5(2.1)

08 600.2(547.1)

水 33.2(29.9)

21.8(21.2)

1.4(1.2)

09 531.7(495.8)

木 23.0(21.8)

17.1(17.5)

1.8(1.5)

10 542.3(500.8)

金 23.4(22.0)

21.1(20.7)

1.5(1.3)

13 672.4(606.1)

月 21.9(20.9)

27.3(25.7)

1.4(1.2)

14 620.7(563.5)

火 24.4(22.8)

22.8(22.0)

1.5(1.3)

15 638.4(577.7)

水 33.2(29.8)

19.7(19.5)

1.6(1.4)

16 582.0(529.2)

木 28.0(25.5)

17.2(17.6)

2.6(1.9)

17 534.4(498.0)

金 22.8(21.6)

14.6(15.5)

0.9(0.8)

20 609.5(554.6)

月 22.5(21.3)

17.2(17.5)

0.9(0.8)

21 571.6(524.2)

火 23.4(22.0)

19.0(19.0)

1.7(1.5)

22 533.4(493.7)

水 23.4(22.0)

20.2(20.0)

1.6(1.3)

27 628.6(569.9)

月 27.8(25.6)

20.8(20.5)

1.5(1.3)

28 611.5(556.2)

火 22.6(21.4)

16.5(17.0)

1.2(1.1)

29 544.7(502.8)

水 24.8(23.1)

18.1(18.3)

0.9(0.8)

30 592.1(540.7)

木 28.2(25.8)

19.1(19.0)

2.4(2.0)

31 546.3(504.1)

金 26.9(24.9)

14.7(15.6)

1.1(1.0)

以上児 未満児
目標量/平均栄養価 目標量/平均栄養価

熱量 601/595 543/523
タンパク質 24.1/25.1 20.9/23.9

脂質 16.7/19.6 14.5/19.5
食塩相当量 1.6/1.5 1.4/1.3

牛乳、のり
じゃこトース
ト

ご飯、とうがんスープ、中華
風ローストチキン、きゅうり
とえのきの酢の物、すいか

米、はるさめ、砂糖、ご
ま、油、ごま油

鶏肉、牛乳、卵、しらす
干し、生クリーム、干し
えび

すいか、とうがん、きゅうり、たま
ねぎ、えのきたけ、干ししいたけ、
ニンニク、しょうが、カットわか
め、ミニトマト

酢、酒、しょうゆ、本み
りん、中華だし、食塩、
こしょう

牛乳
牛乳、プリン
アラモード

ご飯、豆腐すまし汁、ピーマ
ンと豚肉の細切り炒め、ブ
ロッコリーツナサラダ、梨

米、食パン、マヨネー
ズ、はるさめ、和風ド
レッシング、砂糖

豚肉、豆腐、しらす干
し、チーズ、ツナ、牛乳

なし、ブロッコリー、にんじん、
ピーマン、こまつな、黄ピーマン、
あおのり

だし汁、しょうゆ、酒、
中華だし、食塩

牛乳

牛乳、エビピ
ラフ

ご飯、おくらスープ、ブイヤ
ベース、ほうれん草とベーコ
ンのソテー、オレンジ

米、じゃがいも、片栗
粉、油、砂糖

タラ、鶏肉、おから、
ベーコン、あさり、牛乳

オレンジ、たまねぎ、ほうれんそ
う、ホールトマト、にんじん、たま
ねぎ、おくら、コーン、セロリ、し
めじ、ねぎ、ニンニク、しょうが

食塩、コンソメ、パセリ
粉、こしょう

牛乳
牛乳、焼きお
からナゲット

冷やしたんたんうどん、にら
たまスープ、もやしとわかめ
のナムル、ピンクグレープフ
ルーツ

ゆでうどん、米、片栗
粉、油、砂糖、ごま、ご
ま油

豚肉、卵、えび、ベーコ
ン、ツナ、米みそ、干し
えび、牛乳

グレープフルーツ、もやし、たまね
ぎ、にんじん、コーン、トマト、え
のきたけ、ピーマン、にら、きゅう
り、干ししいたけ、カットわかめ

酒、しょうゆ、中華だ
し、コンソメ、食塩、パ
セリ粉、こしょう

牛乳

牛乳、夏祭り
ゼリー

手作りふりかけごはん、トマ
トスープ、すごもり卵、レ
バー唐揚げ、ヨーグルト

米、ホットケーキ粉、片
栗粉、油、砂糖、オリー
ブ油、マヨネーズ、ごま

ヨーグルト、豚レバー、
ツナ、卵、鶏肉、ベーコ
ン、しらす干し、削り
節、牛乳

キャベツ、たまねぎ、ホールトマ
ト、にんじん、しめじ、セロリ、え
のきたけ、たまねぎ、刻みこんぶ、
しょうが、あおのり

しょうゆ、ケチャップ、
ウスターソース、本みり
ん、コンソメ、食塩、パ
セリ粉、こしょう

牛乳
牛乳、ツナパ
ン

塩焼きそば、カレー風スー
プ、鶏のから揚げ、おくら、
ミニトマト、バナナ

焼そばめん、砂糖、油、
片栗粉

鶏肉、牛乳、豚肉、ベー
コン

ミニトマト、キャベツ、もやし、み
かん、にんじん、こまつな、おく
ら、たまねぎ、ヤングコーン、粉か
んてん、しょうが、ニンニク、バナ
ナ

コンソメ、しょうゆ、
酒、食塩、カレー粉、こ
しょう

牛乳

牛乳、オート
ミールクッ
キー

ロールパン、コーンスープ、
おからハンバーグ、野菜炒
め、梨

ロールパン、カステラ、
片栗粉、チョコチップ、
砂糖、油

ヨーグルト、豚肉、おか
ら、卵、ベーコン、牛
乳、牛肉

なし、コーン、たまねぎ、クリーム
コーン、キャベツ、ブロッコリー、
にんじん、いちご、葉ねぎ、しいた
け

ケチャップ、ウスター
ソース、中華だし、食塩

牛乳
牛乳、お誕生
日パフェ

ご飯、野菜スープ、タンド
リーチキン、ラタトゥイユ、
ぶどうゼリー

米、小麦粉、オートミー
ル、バター、砂糖、オ
リーブ油

鶏肉、卵、ヨーグルト、
ベーコン、干しえび、牛
乳

ぶどうジュース、ズッキーニ、キャ
ベツ、トマト、にんじん、なす、た
まねぎ、えのきたけ、しめじ、干し
ぶどう、粉かんてん、ニンニク

カレー粉、しょうが、
しょうゆ、食塩、コンソ
メ、パセリ粉

牛乳

牛乳、ケ
チャップライ
ス

ご飯、きくらげの中華スー
プ、ピーマンと鶏肉の甘酢炒
め、きゅうりとささみのごま
サラダ、バナナ

米、砂糖、片栗粉、ご
ま、油、バター

鶏肉、ゆであずき、豆
乳、卵、ゼラチン、牛乳

きゅうり、ピーマン、バナナ、赤
ピーマン、ねぎ、にんじん、えのき
たけ、コーン、黒きくらげ、干しし
いたけ

酢、しょうゆ、酒、中華
だし、食塩、こしょう

牛乳
牛乳、豆乳ゼ
リー

ビビン麺、豆腐スープ、おく
らとちくわの海苔あえ、果物
のヨーグルトあえ

中華めん、米、砂糖、ご
ま油、片栗粉、油

ヨーグルト、豚肉、豆
腐、鶏肉、卵、ちくわ、
しらす干し、かつお節、
牛乳

おくら、赤ピーマン、にんじん、み
かん、バナナ、こまつな、だいこ
ん、えのきたけ、たまねぎ、ねぎ、
ピーマン、焼のり、しょうが、ニン
ニク、あおのり

しょうゆ、ケチャップ、
酒、鶏がらだし、中華だ
し、食塩

牛乳

牛乳、ビーフ
ン

ご飯、お豆のスープ、さけの
コーンマヨネーズ焼き、スペ
イン風オムレツ、プチゼリー

米、食パン、ひとくちゼ
リー、マヨネーズ、小麦
粉、油

卵、さけ、大豆、ツナ、
鶏肉、チーズ、牛乳

たまねぎ、ブロッコリー、トマト、
えのきたけ、きゅうり、ピーマン、
クリームコーン、エリンギ

食塩、コンソメ、こしょ
う

牛乳
牛乳、ツナ
きゅうサンド

とうもろこしご飯、小松菜の
すまし汁、鶏団子の照り煮、
トマトとモロヘイヤの和え
物、パイナップル

米、ビーフン、砂糖、
油、片栗粉、ごま油

鶏肉、豚肉、ツナ、油揚
げ、干しえび、かつお
節、牛乳

パイナップル、トマト、モロヘイ
ヤ、こまつな、たまねぎ、コーン、
にんじん、えだまめ、えのきたけ、
たけのこ、ねぎ、ピーマン、しいた
け、干ししいたけ

だし汁、しょうゆ、酒、
酢、コンソメ、食塩

牛乳

牛乳、ささみ
フリット

ご飯、玉ねぎとえびのスー
プ、ポークチャップ、きゅう
りとコーンの豆サラダ、オレ
ンジ

米、コーンフレーク、
油、片栗粉、砂糖

豚肉、ヨーグルト、生ク
リーム、ハム、大豆、
ベーコン、ゼラチン、干
しえび、牛乳

たまねぎ、オレンジジュース、オレ
ンジ 、にんじん、きゅうり、オレン
ジ 、コーン、えのきたけ、ピーマン

ケチャップ、酢、ウス
ターソース、コンソメ、
食塩、こしょう

牛乳 牛乳、ムース

夏野菜カレー、ズッキーニの
スープ、切干大根のサラダ、
ピンクグレープフルーツ

米、上新粉、オリーブ
油、マヨネーズ、油、砂
糖、ごま

豚肉、鶏肉、豆乳、ハ
ム、白みそ、牛乳

グレープフルーツ、たまねぎ、な
す、ズッキーニ、かぼちゃ、にんじ
ん、ホールトマト、きゅうり、しめ
じ、切り干しだいこん、おくら、ト
ウミョウ

カレールウ、コンソメ、
食塩、パセリ粉、こしょ
う

牛乳

牛乳、ゆでと
うもろこし、
塩ゆで枝豆、
キャンディ
チーズ

ゆかりごはん、五目汁、豆腐
のつくね焼き、小松菜ともや
しのあえ物、バナナ

米、ホットケーキ粉、片
栗粉、油、砂糖、バ
ター、ごま

鶏肉、豆腐、チーズ、
卵、はんぺん、しらす干
し、牛乳

バナナ、とうがん、こまつな、もや
し、にんじん、えのきたけ、ほうれ
んそう、ねぎ、干ししいたけ

だし汁、しょうゆ、酒、
食塩

牛乳
牛乳、チーズ
カップケーキ

ご飯、チキンスープ、カレイ
のチーズ焼き、ブロッコリー
と卵のサラダ、きな粉ヨーグ
ルト

米、マヨネーズ、砂糖
ヨーグルト、かれい、
卵、ハム、チーズ、鶏
肉、牛乳

とうもろこし、ブロッコリー、えだ
まめ、キャベツ、ミニトマト、たま
ねぎ、えのきたけ、にんじん

コンソメ、食塩、こしょ
う

牛乳

牛乳、米粉の
きな粉クッ
キー

七夕冷やし中華、中華スー
プ、シュウマイ、おくらとツ
ナのサラダ、オレンジ

中華めん、小麦粉、バ
ター、砂糖、ごま油、油

卵、ツナ、卵、ハム、鶏
肉、牛乳

おくら、にんじん、チンゲンサイ、
たまねぎ、きゅうり、オレンジ、も
やし、えのきたけ

酢、しょうゆ、中華だ
し、食塩

牛乳
牛乳、七夕タ
ルト

ご飯、麩のすまし汁、親子
煮、チンゲンサイとツナのご
ま和え、パイナップル

米、米粉、オリーブ油、
片栗粉、砂糖、ごま、麩

鶏肉、卵、きな粉、豆
乳、しらす干し、牛乳

パイナップル、チンゲンサイ、にん
じん、たまねぎ、えのきたけ、ほう
れんそう、さやえんどう、干ししい
たけ

だし汁、しょうゆ、食塩 牛乳

牛乳、栄養
いっぱい焼き
そば

ご飯、なめこのみそ汁、豚肉
のしょうが焼き、ひじきと枝
豆のサラダ、オレンジ

米、白玉粉、強力粉、
油、オリーブ油、砂糖

豚肉、牛乳、豆腐、油揚
げ、チーズ、米みそ

オレンジ、ミニトマト、コーン、に
んじん、たまねぎ、えだまめ、なめ
こ、ひじき、しょうが、あおのり、
カットわかめ

だし汁、酒、しょうゆ、
酢、食塩

牛乳
牛乳、豆腐ポ
ンデケージョ

ご飯、かぼちゃのミルクスー
プ、鶏肉の野菜煮込み、きゅ
うりとハムのサラダ、メロン

米、焼そばめん、じゃが
いも、油、米粉、ごま油

鶏肉、牛乳、豚肉、ハ
ム、ベーコン、干しえ
び、牛乳

メロン、たまねぎ、にんじん、ホー
ルトマト、きゅうり、キャベツ、こ
まつな、かぼちゃ、もやし、コー
ン、りんご、しいたけ、ピーマン、
干ししいたけ、しょうが、あおの

ウスターソース、しょう
ゆ、酢、コンソメ、食
塩、こしょう

牛乳

3時おやつ

ご飯、はるさめスープ、白身
魚の野菜あんかけ、もやしの
中華風和え物、バナナ

米、米粉、片栗粉、はる
さめ、油、砂糖、ごま、
ごま油

豆乳、タラ、チーズ、干
しえび、牛乳

たまねぎ、もやし、にんじん、バナ
ナ、チンゲンサイ、えのきたけ、し
めじ、ピーマン、しょうが、カット
わかめ、ニンニク

酢、しょうゆ、酒、コン
ソメ、中華だし、食塩

牛乳
牛乳、米粉
チーズ蒸しパ
ン

＊埼玉県産彩のきずな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

2020年7月　幼児月間献立表

日付 献立
材         料        名

10時おやつ


