
エネルギー
たんぱく質
　脂質／塩

分
 (  )は未満

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

6 556(513)

木 26(24)

22(21)

1.7(1.5)

7 654(590)

金 27(25)

19(19)

1.6(1.4)

10 609(557)

月 19(19)

21(20)

1.2(1.1)

11 691(621)

火 25(24)

29(27)

2.1(1.7)

12 648(589)

水 26(24)
27.2(25.6

)
2.2(1.9)

13 606(552)

木 25(23)

22(21)

1.5(1.3)

14 677(608)

金 28(26)

19(19)

1.6(1.4)

17 681(613)

月 27(25)

29(27)

1.6(1.4)

18 560(518)

火 25(24)

17(17)

1.4(1.2)

19 617(560)

水 22(20)

20(20)

1.2(1.1)

20 537(496)

木 20(19)

17(17)

1.2(1.1)

21 587(538)

金 26(24)

22(21)

1.0(0.9)

24 703(629)

月 25(23)

23(22)

1.2(1.1)

25 538(499)

火 22(21)

22(21)

1.7(1.5)

26 580(535)

水 21(20)

17(17)

1.7(1.5)

27 643(582)

木 26(24)

16(17)

1.6(1.4)

28 634(578)

金 19(19)

25(24)

0.9(0.8)

31 667(601)

月 26(24)

27(25)

2.2(1.8)

＊千葉県産コシヒカリを使用しております。 以上児 未満児

目標量/平均栄養価 目標量/平均栄養価

熱量 630/622 530/566

タンパク質 26/24 26/23

脂質 16/22 14/21

食塩相当量 1.6/1.5 1.7/1.3

★保育園で初めて食べる食材が無いよう食材の確認をお願い致します

牛乳、お誕生日くま
ちゃんケーキ

牛乳、ベーコンピラフ

牛乳、すくすく米粉の
ママレードケーキ

牛乳、すくすくツナマ
ヨパン

材         料        名

牛乳、鶏むねのコーン
フレーク焼き

牛乳、いちごムース

牛乳、すくすくココア
バナナケーキ

牛乳、みたらし芋もち

しょうゆ、酒、酢、中華だし、
食塩、こしょう

3時おやつ

牛乳、ツナきゅうサン
ド

牛乳、おからキッシュ

牛乳、すくすく米粉の
いがぐりボール

牛乳、ロシアンクッ
キー

牛乳、のりじゃこトー
スト

牛乳、焼きビーフン

牛乳、鯖カレー

牛乳、プリンアラモー
ド

ケチャップ、ウスターソース、
しょうゆ、酢、食塩、コンソ
メ、こしょう

だし汁、中濃ソース、しょう
ゆ、コンソメ、食塩、こしょう

だし汁、酒、ポン酢、本みりん

ハヤシルウ、ケチャップ、しょ
うゆ、酢、コンソメ、食塩、こ
しょう、ココア

牛乳、米粉のきな粉
クッキー

牛乳、アメリカンドッ
グミニ

だし汁、酒、しょうゆ、本みり
ん、中華だし、食塩

カレールウ、ウスターソース、
しょうゆ、酢、食塩、コンソ
メ、にんにく、しょうが、パセ
リ粉、こしょう

ケチャップ、ウスターソース、
しょうゆ、食塩、ブイヨン、パ
セリ粉、こしょう

酢、しょうゆ、酒、中華だし、
食塩、コンソメ、カレー粉

だし汁、しょうゆ、ケチャッ
プ、ウスターソース、食塩

しょうゆ、酢、ココア、中華だ
し、食塩、こしょう

グレープフルーツ、ブロッコ
リー、にんじん、だいこん、たま
ねぎ、ほうれんそう、コーン、に
んじん、しめじ、ねぎ、コーン、
あおのり

たまねぎ、にんじん、グリーンア
スパラガス、トマト、こまつな、
オレンジ 、マーマレード、コー
ン、オレンジ 、ニンニク

グレープフルーツ、チンゲンサ
イ、キャベツ、なす、たまねぎ、
もやし、にんじん、ピーマン、に
ら、ニンニク、しょうが

ケチャップ、ウスターソース、
食塩、コンソメ

だし汁、しょうゆ、酢、食塩、
パセリ粉

本みりん、酒、鶏がら、しょう
ゆ、酢、中華だし、食塩、こ
しょう

ケチャップ、コンソメ、酢、食
塩

しょうゆ、酢、本みりん、中華
だし、食塩、こしょう

だし汁、本みりん、しょうゆ、
酒、食塩、コンソメ、和風だ
し、パセリ粉

ケチャップ、酒、コンソメ、食
塩、パセリ粉

グレープフルーツ、たまねぎ、
キャベツ、いちご、にんじん、ミ
ニトマト、しめじ、わかめ、しょ
うが

グレープフルーツ、はくさい、チ
ンゲンサイ、きゅうり、もやし、
たまねぎ、にんじん、バナナ、ね
ぎ、たけのこ、しいたけ、黒きく
らげ、しょうが、ニンニクわかめ

たまねぎ、ブロッコリー、にんじ
ん、オレンジ 、もも、えのきた
け、コーン、ピーマン、しめじ、
さやえんどう、青のり

こまつな、たまねぎ、にんじん、
トマト、ブロッコリー、セロリ

キャベツ、もやし、オレンジ 、に
んじん、ブロッコリー、うめびし
お、わかめ、しそ

たまねぎ、にんじん、バナナ、ト
マト、キャベツ、えのきたけ、切
り干しだいこん、マッシュルー
ム、きゅうり

ブロッコリー、キャベツ、ミニト
マト、トマト、にんじん、たまね
ぎ、きゅうり

キャベツ、たまねぎ、こまつな、
にんじん、オレンジ 、なめこ、グ
リンピース、干ししいたけ、わか
め、のり

キャベツ、こまつな、もやし、バ
ナナ 、にんじん、にら、コーン、
ピーマン、しいたけ、干しぶどう

トマト、たまねぎ、ブロッコ
リー、オレンジ 、しめじ、黄ピー
マン、にんじん、きゅうり、いち
ごジャム

キャベツ、もやし、バナナ 、たま
ねぎ、きゅうり、ブロッコリー、
にんじん、わかめ、ニンニク、
しょうが、あおのり

グレープフルーツ、かぶ、にんじ
ん、もやし、こまつな、ミニトマ
ト、にら、たまねぎ、グリンピー
ス、かぶの葉、干ししいたけ、
しょうが

なつみかん、トマト、ブロッコ
リー、たまねぎ、にんじん、トマ
ト、にんじん、キャベツ、コー
ン、ピーマン、エリンギ、しょう
が、ニンニク

ブロッコリー、たまねぎ、ほうれ
んそう、にんじん、オレンジ 、ミ
ニトマト、ニンニク

コーン、きゅうり、バナナ 、たま
ねぎ、にんじん、しめじ、グリン
ピース、葉ねぎ、ピーマン、干し
しいたけ、しょうが、ニンニク

牛乳、ヨーグルト、豚肉、
牛肉、しらす干し、卵、き
な粉、豆乳

牛乳、あじ、ウインナー、
生揚げ、かにかまぼこ、
卵、みそ

牛乳、牛肉、鶏肉、おか
ら、生クリーム

牛乳、鶏肉、ベーコン、豆
乳、油揚げ、なると

牛乳、豚肉、大豆、ベーコ
ン、卵、さくらえび

牛乳、とうふ、牛肉、豚ひ
き肉、チーズ、しらす干
し、卵、ツナ、ベーコン、
みそ

牛乳、卵、鶏肉、とうふ、
豆乳、卵、おから、ちく
わ、ベーコン、チーズ、み
そ

牛乳、豚肉、卵、豆乳、と
うふ、赤みそ

牛乳、牛肉、豚肉、卵、ハ
ム、チーズ

米、砂糖、小麦粉、マヨネー
ズ、バター、パン粉、オリー
ブ油

牛乳、鶏肉、チーズ、しら
す干し、ハム、さくらえび

牛乳、さば、がんもどき、
豚肉、みそ

牛乳、鶏肉、さば、ベーコ
ン

牛乳、とうふ、卵、豚肉、
牛乳、ハム、チーズ、生ク
リーム

米、ホットケーキ粉、油、マ
ヨネーズ

米、ごま、油、砂糖、オリー
ブ油

ゆでうどん、米、米粉、油、
ごま、砂糖

米、じゃがいも、米粉、砂
糖、油

米、米粉、砂糖、油、片栗
粉、ごま油、はるさめ、マヨ
ネーズ

牛乳、えび、牛肉、豚肉、
ツナ、鶏肉、卵、おから

牛乳、さわら、鶏肉、卵、
ハム

牛乳、豚レバー、ヨーグル
ト、卵、生クリーム、ベー
コン、みそ、油揚げ、ゼラ
チン

牛乳、豚肉、うずら卵、
卵、さくらえび

牛乳、豚レバー、牛肉、
卵、豚肉、ツナ

米、はるさめ、油、コーンフ
レーク、片栗粉、砂糖、ごま
油

米、砂糖、米粉、油、オリー
ブ油、マヨネーズ

米、米粉、しらたき、砂糖、
油、片栗粉、ごま油

マカロニ、小麦粉、砂糖、
油、米粉、バター、ジャガイ
モ、片栗粉

米、じゃがいも、米粉、パン
粉、オリーブ油、小麦粉、砂
糖、油、片栗粉

五目うどん、とり天、ブロッ
コリーのごまあえ、ピンクグ
レープフルーツ

ご飯、エビの中華スープ、八
宝菜、きゅうりとわかめのサ
ラダ、ピンクグレープフルー
ツ

◆鉄分強化day◆
レバー入りミートスパゲ
ティー、きのこのスープ、ブ
ロッコリーツナサラダ、オレン
ジ

ご飯、田舎スープ、すくすく
コロッケ、小松菜とじゃこの
お浸し、ヨーグルト

ご飯、みそ汁、あじの梅しそ
焼き、キャベツのマヨぽんサ
ラダ、オレンジ

ご飯、コンソメスープ、ポー
クビーンズ、ベーコンアスパ
ラソテー、オレンジ

ご飯、きゃべつの中華スー
プ、野菜たっぷりマーボー、
チンゲン菜の中華和え、ピン
クグレープフルーツ

米、食パン、ゼリー、パン
粉、油、小麦粉、片栗粉、和
風ドレッシング、マヨネー
ズ、砂糖

米、砂糖、マヨネーズ、ごま

米、米粉、さつまいも、油、
片栗粉、ごま、砂糖、ごま油

ロールパン、じゃがいも、片
栗粉、米粉、油、米、マヨ
ネーズ、砂糖

米、食パン、マヨネーズ、し
らたき、砂糖、ごま、油、ご
ま油

米、さといも、ビーフン、片
栗粉、油、砂糖

米、じゃがいも、油、米粉、
三温糖、バター

◆鉄分強化day◆
ご飯、みそ汁、すごもり風オ
ムレツ、レバー唐揚げ、ピン
クグレープフルーツ

ロールパン、ブロッコリーの
スープ、ヨージキ(ロシア風
肉団子)、オリヴィエサラ
ダ、オレンジ

ご飯、わかめスープ、中華風
ローストチキン、きゅうりの
華風サラダ、バナナ

ご飯、みそ汁、さばの竜田揚
げ、ミニがんも煮、ピンクグ
レープフルーツ

ご飯、ミルクスープ、鶏肉の
野菜煮込み、ブロッコリーの
三色サラダ、夏みかん

ご飯、ポパイスープ、豆腐の
ミートグラタン、ブロッコ
リーと卵のサラダ、オレンジ

ご飯、中華風コーンスープ、
魚の野菜あんかけ、バンサン
スー、バナナ

2021年5月　幼児月間献立表

＊献立変更の可能性があります。ご了承ください。

日付 献立

★こどもの日お楽しみメ
ニュー★ケチャップライス、
コンソメスープ、ミニハン
バーグ、えびフライ、ブロッ
コリーサラダ、プチゼリー

ご飯、みそ汁、親子煮、キャ
ベツとちくわののりマヨ和
え、オレンジ

ご飯、中華卵スープ、回鍋
肉、こまつなのナムル、バナ
ナ

ハヤシライス、野菜スープ、
切干大根のさっぱり和え、バ
ナナ

かぐろ杜の保育園


