
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

01 651.4(589.8)

火 20.8(20.0)

20.0(19.8)

1.3(1.1)

02 565.0(518.8)

水 22.6(21.4)

19.1(19.1)

1.6(1.3)

03 573.6(527.1)

木 20.6(19.8)

17.8(18.0)

1.1(1.0)

04 585.8(536.6)

金 25.9(23.9)

20.2(19.8)

1.5(1.3)

07 591.5(540.2)

月 21.3(20.4)

18.9(18.9)

1.6(1.4)

08 696.7(622.7)

火 24.7(23.0)

19.6(19.4)

0.7(0.7)

09 530.4(494.7)

水 24.8(23.2)

14.4(15.3)

1.6(1.4)

10 514.6(478.7)

木 20.4(19.6)

13.2(14.4)

1.3(1.2)

11 619.1(562.3)

金 29.5(26.9)

22.4(21.8)

2.6(2.2)

14 531.7(495.8)

月 23.2(21.9)

17.6(17.9)

1.1(1.0)

15 591.6(540.3)

火 28.4(26.0)

19.5(19.4)

1.7(1.5)

16 631.7(572.4)

水 30.7(27.9)

15.1(15.9)

1.7(1.4)

17 600.7(551.0)

木 20.8(20.0)

21.9(21.3)

1.4(1.2)

18 566.1(521.1)

金 25.1(23.4)

21.1(20.7)

1.6(1.4)

23 501.6(468.3)

水 27.4(25.2)

12.6(13.9)

2.2(1.8)

24 570.0(523.0)

木 21.4(20.4)

22.0(21.4)

1.5(1.3)

25 721.7(649.0)

金 31.6(28.7)

25.6(24.3)

1.4(1.3)

28 580.1(531.1)

月 21.8(20.7)

13.5(14.6)

1.7(1.5)

29 635.9(575.7)

火 31.5(28.5)

27.4(25.7)

1.9(1.6)

30 612.3(560.3)

水 27.3(25.2)

19.8(19.6)

1.8(1.5)

以上児
目標量/平均栄養価

熱量 601/594
タンパク質 24.1/25.0

脂質 16.7/19.1
食塩相当量 2.0/1.6

　　　　　　　　　２０２０年９月幼児食献立表

牛乳、せんべ
い、小魚アー
モンド

ご飯、とうがんのすまし汁、
さばの竜田揚げ、ミニがんも
煮、バナナ

米、さといも、せんべ
い、片栗粉、油、砂糖

牛乳、ヨーグルト、さ
ば、がんもどき、いわ
し、アーモンド

バナナ 、にんじん、たまねぎ、ミニトマト、
とうがん、しめじ、グリンピース、カットわ
かめ、干ししいたけ、しょうが

だし汁、酒、本みりん、
しょうゆ、食塩

牛乳、おに蒸
しパン

パン・ロールパン、卵とコー
ンのスープ、豆腐のミートグ
ラタン、ブロッコリーツナサ
ラダ、ヨーグルトあえ

だし汁、酢、しょうゆ、
ケチャップ、おろししょ
うが、おろしにんにく、
食塩

目標量/平均栄養価

ロールパン、片栗粉、小
麦粉、油、バター、和風
ドレッシング、パン粉、
オリーブ油

牛乳、ヨーグルト、とう
ふ、鶏肉、豚肉、おか
ら、卵、ツナ、チーズ

ブロッコリー、クリームコーン、ホールコーン、ミ
ニトマト、みかん缶、バナナ 、パイナップル缶、た
まねぎ、にんじん、きゅうり、葉ねぎ、しょうが、
ニンニク、あおのり

ケチャップ、ウスター
ソース、中華だし、食
塩、パセリ粉、こしょう

牛乳、おから
ナゲット

ご飯、みそ汁、豚肉のBBQ
ソース、きゅうりの酢の物、
りんご

米、さつまいも、米粉、
砂糖、片栗粉、三温糖、
ごま

牛乳、豚肉、豆乳、しら
す干し、米みそ

りんご 、きゅうり、もやし、たまねぎ、にん
じん、エリンギ、ピーマン、キャベツ

ご飯、かぼちゃスープ、さけ
とポテトのチーズ焼き、スペ
イン風オムレツ、バナナ

米、じゃがいも、油、バ
ター、ごま油

牛乳、卵、さけ、豚肉、
鶏肉、チーズ、ベーコン ブロッコリー、バナナ、かぼちゃ、たまね

ぎ、ミニトマト、にんじん、セロリ、エリン
ギ、ピーマン、あおのり

酒、しょうゆ、食塩、コ
ンソメ、パセリ粉、こ
しょう

牛乳、チャー
ハン

牛乳、とうふ、合びき
肉、ウインナー、ツナ、
卵、米みそ、ベーコン

梨、もやし、こまつな、にら、なす、たまね
ぎ、えのきたけ、ピーマン、にんじん、ね
ぎ、干ししいたけ、ニンニク、しょうが

しょうゆ、酢、酒、中華
だし、食塩、こしょう

牛乳、おから
キッシュ

けんちんうどん、鶏のから揚
げ、小松菜とじゃこのお浸
し、ピンクグレープフルーツ

ゆでうどん、さといも、
コーンフレーク、油、片
栗粉、チョコチップ

牛乳、ヨーグルト、鶏
肉、しらす干し グレープフルーツ、こまつな、だいこん、に

んじん、ミニトマト、しめじ、いちご、ね
ぎ、しょうが、ニンニク

だし汁(かつお)、本みり
ん、しょうゆ、酒、食塩

牛乳、アメリ
カンドッグミ
ニ

ご飯、にら中華スープ、野菜
たっぷりマーボー、もやしの
中華風和え物、梨

米、ホットケーキ粉、砂
糖、油、片栗粉、ごま
油、はるさめ

ご飯、麩のすまし汁、さわら
の野菜あんかけ、千草焼き、
ヨーグルト

米、麩、砂糖、片栗粉、
油、ごま油

牛乳、お誕生
日パフェ

ご飯、みそ汁、擬製豆腐、な
すピーツナ炒め、オレンジ

米、さつまいも、砂糖、
油

牛乳、とうふ、卵、豆
乳、鶏肉、おから、ツ
ナ、ベーコン、粉チー
ズ、米みそ

なす、たまねぎ、オレンジ、ミニトマト、
ピーマン、えのきたけ、ねぎ、にんじん、し
いたけ、グリンピース、ひじき

だし汁、しょうゆ、食
塩、パセリ粉

カレーライス、ズッキーニの
スープ、切干大根のサラダ、
バナナ

米、じゃがいも、片栗
粉、砂糖、オリーブ油、
マヨネーズ、油、ごま

牛乳、豚肉、豆乳、鶏
肉、ハム、きな粉、白み
そ

たまねぎ、にんじん、バナナ 、ズッキーニ、
しめじ、きゅうり、切り干しだいこん、トウ
ミョウ、グリンピース

カレールウ、コンソメ、
食塩

牛乳、豆乳く
ずもち

牛乳、ヨーグルト、卵、
さわら、干しえび もやし、わかめ、しめじ、にんじん、たまね

ぎ、ねぎ、ピーマン、干ししいたけ、しょう
が

だし汁、しょうゆ、ケ
チャップ、酒、食塩

牛乳、ケ
チャップライ
ス

牛乳、ビーフ
ン

ご飯、小松菜のスープ、回鍋
肉、ほうれん草のナムル、梨

米、小麦粉、マヨネー
ズ、ごま、ごま油、片栗
粉、砂糖

牛乳、豚肉、赤みそ、干
しえび、削り節 梨、ほうれんそう、もやし、キャベツ、たまねぎ、

にんじん、こまつな、えのきたけ、ホールコーン、
ピーマン、にら、しいたけ、ねぎ、あおのり

だし汁、しょうゆ、ケ
チャップ、中濃ソース、
酒、中華だし、食塩、酢

ご飯、きのこのスープ、鶏肉
の野菜煮込み、キャベツとハ
ムのサラダ、梨

米、じゃがいも、フレン
チドレッシング、砂糖、
油、米粉

牛乳、お好み
焼き

ご飯、トマトスープ、タンド
リーチキン、ブロッコリーの
三色サラダ、バナナ

米、ビーフン、油、ごま
油

牛乳、鶏肉、豚肉、ヨー
グルト、ハム、ベーコン たまねぎ、ブロッコリー、バナナ 、キャベ

ツ、にんじん、しめじ、ホールトマト、ホー
ルコーン、ピーマン、干ししいたけ、ニンニ
ク

酒、しょうゆ、おろし
しょうが、しょうゆ、
酢、食塩、コンソメ、カ
レー粉、パセリ粉、こ
しょう

ご飯、だいこんのみそ汁、豚
肉のしょうが焼き、青菜のき
つね和え、オレンジ

米、食パン、マヨネー
ズ、油、砂糖

牛乳、豚肉しらす干し、
とうふ、チーズ、米み
そ、油揚げ、かつお節、

オレンジ 、こまつな、だいこん、にんじん、
たまねぎ、ミニトマト、ねぎ、カットわか
め、しょうが、あおのり

だし汁、しょうゆ、酒、
本みりん

牛乳、のり
じゃこトース
ト

牛乳、鶏肉、ハム
梨、ホールトマト、キャベツ、たまねぎ、バナナ 、
みかん缶、白桃缶、えのきたけ、エリンギ、きゅう
り、しめじ、にんじん、キウイフルーツ、かんて
ん、しょうが、ニンニク

しょうゆ、コンソメ、食
塩、パセリ粉、こしょう

牛乳、牛乳寒
天入りフルー
ツポンチ

牛乳、もっち
りスイートポ
テト

ご飯、すまし汁、さけのちゃ
んちゃん焼き、里芋のそぼろ
あんかけ、バナナ

米、さといも、ホット
ケーキ粉、マヨネーズ、
油、砂糖、片栗粉

牛乳、さけ、豚肉、ツ
ナ、卵、はんぺん、赤み
そ、干しえび

キャベツ、バナナ 、にんじん、しめじ、こま
つな、ねぎ、たまねぎ、グリンピース、干し
しいたけ

だし汁、本みりん、しょ
うゆ、酒、食塩、パセリ
粉

ご飯、すまし汁、肉じゃが、
チンゲン菜のしらすサラダ、
バナナ

米、ゆでうどん、じゃが
いも、しらたき、ごま
油、油、砂糖

牛乳、ツナパ
ン

ご飯、かぼちゃのミルクスー
プ、ポークビーンズ、ブロッ
コリーのごまあえ、ピンクグ
レープフルーツ

米、さつまいも、じゃが
いも、砂糖、米粉、ご
ま、油

牛乳、豚肉、豆乳、ツ
ナ、大豆、ベーコン グレープフルーツ、たまねぎ、かぼちゃ、ブ

ロッコリー、ホールトマト、にんじん、ホー
ルコーン、ニンニク

ケチャップ、コンソメ、
食塩、しょうゆ、パセリ
粉

ご飯、中華スープ、ピーマン
と鶏肉の中華炒め、もやしと
わかめのナムル、梨

米、クラッカー、砂糖、
油、片栗粉、ごま、ごま
油

牛乳、鶏肉、ツナ、ク
リームチーズ、ハム 梨、にんじん、もやし、えのきたけ、たまね

ぎ、ねぎ、ピーマン、赤ピーマン、いちご
ジャム、黒きくらげ、カットわかめ

酢、しょうゆ、酒、中華
だし、食塩、こしょう

牛乳、クラッ
カーサンド

牛乳、とうふ、豚肉、し
らす干し、干しえび チンゲンサイ、バナナ 、キャベツ、にんじ

ん、たまねぎ、えのきたけ、ねぎ、グリン
ピース、干ししいたけ、カットわかめ、あお
のり

だし汁、ウスターソー
ス、本みりん、酒、しょ
うゆ、酢、食塩

牛乳、おやつ
焼きうどん

牛乳、カップ
ケーキ・チー
ズ

ご飯、エビの中華スープ、魚
の野菜たっぷりあんかけ、バ
ンサンスー、オレンジ

米、米粉、はるさめ、オ
リーブ油、砂糖、油、片
栗粉、ごま油

牛乳、たら、きな粉、
卵、豆乳、ハム、さくら
えび

たまねぎ、きゅうり、チンゲンサイ、オレン
ジ 、にんじん、しめじ、えのきたけ、しょう
が、ニンニク

中華スープ、ケチャッ
プ、しょうゆ、酢、酒、
コンソメ、こしょう

ケチャップ、ウスター
ソース、食塩、コンソメ

＊埼玉県産彩のきずなを使用しております。
未満児

牛乳、米粉の
きな粉クッ
キー

ご飯、みそ汁、鶏肉の照り焼
き、キャベツのおかか和え、
梨

米、ホットケーキ粉、片
栗粉、油、砂糖、無塩バ
ター

牛乳、鶏肉、とうふ、
チーズ、卵、米みそ、削
り節

梨、きゅうり、キャベツ、たまねぎ、ミニト
マト、なめこ、ほうれんそう、こまつな、に
んじん、しょうが

だし汁、しょうゆ、本み
りん

牛乳、ムース

日付 献立
材         料        名

3時おやつ

ご飯、野菜スープ、ハンバー
グ、野菜炒め、バナナ

米、コーンフレーク、砂
糖、片栗粉、油

牛乳、豚肉、ヨーグル
ト、生クリーム、おか
ら、ゼラチン

たまねぎ、キャベツ、オレンジジュース、
ホールトマト、ホールコーン、バナナ 、ク
リームコーン、オレンジ 、にんじん、しめ
じ、かぼちゃ

523/543

14.5/19.1
1.8/1.3

＊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

20.9/23.3


