
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

02 679.9(496.9)

月 26.4(19.8)

24.9(17.7)

2.3(1.3)

03 580.3(457.4)

火 23.3(21.5)

15.0(15.7)

2.5(1.8)

04 667.6(598.0)

水 22.9(21.3)

17.3(17.1)

2.4(2.0)

05 492.1(462.3)

木 23.4(22.1)

12.7(14.0)

1.0(0.9)

06 513.8(478.1)

金 21.2(20.3)

15.2(15.9)

1.7(1.5)

09 611.8(547.1)

月 25.9(22.6)

22.3(21.2)

2.1(1.8)

10 777.4(687.7)

火 23.9(22.3)

21.8(21.2)

2.4(2.0)

11 718.0(641.4)

水 26.2(24.3)

30.2(28.0)

2.8(2.3)

12 552.1(508.7)

木 21.1(20.1)

10.5(12.2)

2.3(1.9)

13 656.5(592.2)

金 30.0(27.3)

25.9(24.5)

2.4(2.0)

16 606.6(552.3)

月 24.2(22.7)

17.5(17.8)

1.7(1.5)

17 569.4(526.0)

火 26.5(24.6)

15.5(16.2)

2.3(2.0)

18 597.0(544.6)

水 26.9(24.9)

18.3(18.4)

2.0(1.7)

19 751.3(671.5)

木 27.3(25.2)

24.6(23.5)

1.9(1.6)

23 581.8(532.5)

月 27.2(25.0)

11.8(13.2)

1.2(1.1)

24 654.7(594.2)

火 24.7(23.1)

21.0(20.6)

1.3(1.1)

25 641.8(580.4)

水 29.9(27.2)

21.3(20.9)

1.9(1.6)

26 695.1(624.2)

木 28.7(26.3)

25.2(23.9)

2.2(1.9)

27 618.7(565.4)

金 20.2(19.4)

22.3(21.6)

1.5(1.3)

30 649.7(590.4)

月 21.4(20.1)

24.3(23.2)

2.0(1.7)

31 627.9(569.3)

火 29.1(26.6)

31.8(29.3)

2.7(2.3)

以上児 未満児

目標量/平均栄養価 目標量/平均栄養価

熱量 601/635 523/563

タンパク質 24.1/25.3 20.9/23.2

脂質 16.7/20.4 14.5/19.8

食塩相当量 2.0/2.0 1.8/1.7

2020年3月　幼児月間献立表

＊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

日付 献立
材         料        名

10時おやつ 3時おやつ

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、バナナ

米、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

牛乳、豆腐、合びき肉(牛・
豚)、ソーセージ、卵、米み
そ

バナナ、なす、ピーマン、に
ら、たまねぎ、にんじん、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

牛乳 牛乳、ピラフ

散らし寿司、麩のすまし汁、雛
祭り・さわらのマヨネーズ焼
き、プチゼリー

米、プチゼリー、砂糖、ひ
なあられ、マヨネーズ、
麩、油

牛乳、さわら、しらす干
し、油揚げ、でんぶ、チー
ズ

いちご、コーン、にんじん、ご
ぼう、なばな、さやえんどう、
こんにゃく、えのきたけ、みつ
ば、焼のり、かんぴょう、干し
しいたけ

だし汁、酢、しょうゆ、
酒、食塩

牛乳

牛乳、鶏肉、豚肉、チー
ズ、干しえび、削り節

ほうれんそう、もやし、キャベ
ツ、オレンジ、たまねぎ、トマ
ト、コーン、にんじん、にら、
えのきたけ、黄ピーマン、ピー
マン、ねぎ、あおのり

ケチャップ、中濃ソース、
ウスターソース、しょう
ゆ、食塩、コンソメ、ブイ
ヨン、パセリ粉、こしょう

牛乳

牛乳、ひなまつ
りムース

ご飯☆麦入り、豆腐みそ汁、筑
前煮、ポテトサラダおから入
り、りんご

米、じゃがいも、マヨネー
ズ、砂糖、押麦

牛乳、鶏肉、豆腐、豆乳、
おから、ソーセージ、米み
そ

りんご、にんじん、れんこん、
なめこ、たまねぎ、たけのこ、
こんにゃく、きゅうり、コー
ン、ピーマン、ねぎ、ごぼう、
さやいんげん

だし汁、しょうゆ、本みり
ん、酒、コンソメ、食塩、
カレー粉、こしょう

牛乳、お好み焼
き

ご飯☆麦入り、わかめスープ、
豚かつ、小松菜のごまあえ、い
ちご

米、せんべい、パン粉、
油、小麦粉、ごま、砂糖、
押麦

ヨーグルト、豚肉、卵、い
わし、牛乳

いちご、こまつな、キャベツ、
ブロッコリー、にんじん、ミニ
トマト、カットわかめ

しょうゆ、食塩、中華だ
し、こしょう

牛乳
おやつ小魚、せ
んべい、ヨーグ
ルト

ご飯☆麦入り、スープ、鶏肉の
ピザ焼き、ほうれん草のナム
ル、オレンジ

米、○小麦粉、ごま、○ご
ま油、砂糖、オリーブ油、
ごま油、押麦

牛乳

牛乳、クラッ
カーサンド(ツ
ナチーズ・ジャ
ム）

ご飯☆麦入り、たまごスープ、
擬製豆腐、小松菜のホットサラ
ダ、みかん

米、マカロニ、マヨネー
ズ、はるさめ、砂糖、油、
ごま、押麦

牛乳、豆腐、卵、鶏肉、
ソーセージ、ベーコン、

みかん、こまつな、たまねぎ、
もやし、にんじん、しいたけ、
ピーマン、にら、さやえんど
う、ひじき

ケチャップ、しょうゆ、ウ
スターソース、中華だし、
食塩、ブイヨン

牛乳

牛乳、鶏肉、卵、生クリー
ム、ツナ、チーズ

りんごジュース、クリームコー
ン、ほうれんそう、たまねぎ、
コーン、ブロッコリー、トマト
、いちご、きゅうり、あさつ
き、粉かんてん

コンソメ、食塩、中華だ
し、こしょう

牛乳

牛乳、マカロニ
ナポリタン

ご飯☆麦入り、マカロニスー
プ、ポークビーンズ、白菜とツ
ナのサラダ、バナナ

米、じゃがいも、クラッ
カー、フレンチドレッシン
グ、マカロニ、押麦、砂
糖、油

牛乳、豚肉、大豆、ツナ、
クリームチーズ、ベーコン

バナナ、はくさい、たまねぎ、
トマト、ブルーベリージャム、
キャベツ、にんじん、コーン、
いちごジャム、ニンニク

ケチャップ、酒、コンソ
メ、食塩、パセリ粉、こ
しょう

牛乳、カット
ケーキ

ご飯☆麦入り、そうめん汁、魚
と野菜の甘酢煮、白菜の昆布和
え、みかん

米、うどん、じゃがいも、
片栗粉、干しそうめん、砂
糖、ごま油、油、押麦

牛乳、メルルーサ、豚肉、

みかん、はくさい、キャベツ、
にんじん、たまねぎ、ピーマ
ン、ねぎ、塩こんぶ、干ししい
たけ、しょうが、あおのり

だし汁、ケチャップ、ウス
ターソース、酢、しょう
ゆ、食塩

牛乳
牛乳、焼きうど
ん

ツナきゅうサンド、コーンスー
プ、ほうれん草のグラタン、ト
マトとボイルブロッコリー、青
りんごゼリー

食パン、さつまいも、マヨ
ネーズ、小麦粉、バター、
砂糖、油

牛乳
麦茶、鮭おにぎ
り

ロールパン、チキンスープ、え
びフライ、ミートローフ、ぶど
う、ゴールドキウイ

ロールパン、ホットケーキ
粉、パン粉、油、片栗粉、
小麦粉、砂糖、バター

牛乳、豚肉、豆腐、えび、
豆乳、おから、卵、鶏肉

ゴールドキウイ、たまねぎ、り
んご、キャベツ、にんじん、え
のきたけ、ひじき

ケチャップ、ウスターソー
ス、食塩、コンソメ、ナツ
メグ

牛乳

牛乳、鶏肉、ヨーグルト、
ツナ、ハム、ベーコン

ブロッコリー、バナナ、たまね
ぎ、キャベツ、にんじん、トマ
ト、きゅうり、コーン、ニンニ
ク

コンソメ、カレー粉、しょ
うが、しょうゆ、食塩、
酢、パセリ粉、こしょう

牛乳

牛乳、おからり
んごケーキ

ご飯☆麦入り、みそ汁、すごも
り卵、レバー唐揚げ、きな粉
ヨーグルト

米、片栗粉、砂糖、油、押
麦、ごま、マヨネーズ、オ
リーブ油

ヨーグルト、豚肉、卵、さ
け、ベーコン、米みそ、き
な粉、油揚げ、牛乳

たまねぎ、キャベツ、なす、に
んじん、ピーマン、ねぎ、焼の
り、カットわかめ、しょうが

麦茶、だし汁、しょうゆ、
酒、ケチャップ、ウスター
ソース、食塩

牛乳、ツナきゅ
うサンド

ご飯☆麦入り、みそ汁、さわら
のはくさいあんかけ、切干し大
根と里芋の旨煮、みかん

米、さといも、押麦、砂
糖、油、オリーブ油、片栗
粉、ごま油

牛乳、さわら、鶏肉、豆
腐、油揚げ、米みそ

みかん、はくさい、かぼちゃ、
たまねぎ、ねぎ、切り干しだい
こん、にんじん、グリンピー
ス、しょうが、あおのり

だし汁、しょうゆ、酒、本
みりん、食塩、こしょう

牛乳
牛乳、豆腐入り
焼ナゲット

ご飯☆麦入り、イギリス風ラン
チ・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、食パン、マヨネーズ、
押麦、油

ふりかけご飯☆麦入り、麩のす
まし汁、豚と厚揚げとじゃが芋
煮、キャベツとちくわの和え
物、バナナ

米、じゃがいも、白玉粉、
強力粉、砂糖、押麦、ご
ま、オリーブ油、麩、油、
片栗粉、ごま

牛乳、厚揚げ、豚肉、豆
腐、ちくわ、チーズ、しら
す干し、かつお節

キャベツ、たまねぎ、バナナ、
にんじん、ほうれんそう、えの
きたけ、さやいんげん、ねぎ、
あおのり

だし汁、しょうゆ、本みり
ん、酢、食塩

牛乳

ご飯☆麦入り、中華スープ、
ローストチキン・中華風、もや
しの中華風和え物、パイナップ
ルゼリー

米、白玉粉、上新粉、砂
糖、押麦、ごま、ごま油、
油

牛乳、鶏肉、豆腐、卵、き
な粉、ツナ

パイナップルジュース、もや
し、たまねぎ、パイナップル、
にんじん、こまつな、にら、粉
かんてん、ニンニク、しょうが

しょうゆ、酢、本みりん、
中華だし、食塩、こしょう

牛乳

米、小麦粉、オートミー
ル、バター、砂糖、マヨ
ネーズ、押麦、ごま油

牛乳、豚肉、卵、鶏肉、お
から、米みそ、高野豆腐

かぼちゃ、りんご、きゅうり、
たまねぎ、ミニトマト、えのき
たけ、コーン、サニーレタス、
干しぶどう、ねぎ、ニンニク

だし汁、しょうゆ、酒、食
塩

牛乳

牛乳、豆腐ポン
デケージョ

牛乳、豆腐団子

牛乳、オート
ミールクッキー

ご飯☆麦入り、けんちん汁、メ
ルルーサのおろし煮、千草焼
き、ゴールドキウイ

米、小麦粉、油、砂糖、無
塩バター、押麦、ごま油

牛乳、メルルーサ、卵、豆
腐、鶏肉、チーズ、おか
ら、油揚げ

だいこん、ゴールドキウイ、に
んじん、ほうれんそう、ねぎ、
ごぼう、干ししいたけ、しょう
が

だし汁、しょうゆ、酒、食
塩

牛乳
牛乳、おから
チーズドーナツ

ご飯☆麦入り、おかず汁、豚肉
の香味焼き、かぼちゃマヨサラ
ダ、りんご

牛乳
牛乳、ココア
ホットケーキ

レバー入りミートスパゲ
ティー、きのこのスープ、キャ
ベツの胡麻マヨネーズあえ、
ヨーグルト

マカロニ、米、マヨネー
ズ、油、米粉、砂糖、ごま
油、ごま

牛乳、ヨーグルト、牛肉、
豚肉、豚レバー、ちくわ

たまねぎ、キャベツ、にんじ
ん、えのきたけ、ピーマン、し
めじ、あおのり

ケチャップ、ウスターソー
ス、酒、しょうゆ、コンソ
メ、食塩、パセリ粉、こ
しょう

牛乳

牛乳、鶏肉、かにかまぼ
こ、しらす干し、卵、米み
そ

りんご、きゅうり、チンゲンサ
イ、にんじん、カットわかめ、
しょうが

だし汁、しょうゆ、酢、本
みりん、食塩

牛乳

牛乳、チャーハ
ン

カレーライス、キャベツスー
プ、切干大根のサラダ、りんご

米、じゃがいも、ホット
ケーキ粉、メープルシロッ
プ、マヨネーズ、オリーブ
油、ごま

豚肉、牛乳、卵、ハム、白
みそ

たまねぎ、りんご、にんじん、
キャベツ、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、しょうゆ、コ
コア、食塩、ブイヨン

牛乳125㏄、手
作りクッキー

ロールパン、エビの中華スー
プ、豆腐のミートグラタン、ブ
ロッコリーツナサラダ、いちご

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

牛乳、豆腐、豚肉、ソー
セージ、卵、、ツナ、チー
ズ、さくらえび

いちご、ブロッコリー、たまね
ぎ、チンゲンサイ、ミニトマ
ト、にんじん、きゅうり、ニン
ニク

中華スープ、ケチャップ、
ウスターソース、しょう
ゆ、食塩、こしょう、パセ
リ粉

牛乳
牛乳、アメリカ
ンドッグ

わかめご飯☆麦入り、みそ汁、
鶏肉の照り焼き、はるさめサラ
ダ、りんご

米、じゃがいも、小麦粉、
無塩バター、はるさめ、片
栗粉、油、砂糖、押麦、ご
ま


