
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

1 514(468)

水 24(22)

13(13)

1.2(1.1)

2 606(538)

木 24.4(22.2)

21.5(20.3)

1.5(1.3)

3 572(515)

金 27.5(24.7)

14.3(14.5)

1.2(1.0)

6 594(528)

月 22.0(20.2)

20.3(19.3)

1.5(1.2)

7 552(499)

火 30.5(27.0)

19.7(18.8)

1.6(1.4)

8 574(514)

水 24.2(22.0)

19.6(18.7)

2.2(1.8)

9 637(580)

木 27.0(25.0)

22.5(21.8)

2.0(1.7)

10 534(481)

金 25.6(23.1)

21.9(20.6)

1.4(1.2)

13 629(557)

月 22.2(20.4)

20.3(19.3)

1.6(1.3)

14 545(507)

火 26.7(24.7)

20.1(19.9)

1.4(1.2)

15 ◆世界の料理◆ 598(532)

水 26.5(23.8)

17.4(17.0)

1.6(1.4)

16 533(480)

木 23.2(21.2)

20.8(19.7)

1.5(1.3)

17 595(529)

金 28.0(25.0)

18.8(18.1)

1.6(1.4)

21 609(544)

火 22.9(21.0)

19.0(18.2)

1.4(1.2)

22 540(485)

水 21.0(19.4)

17.9(17.3)

1.5(1.3)

24 670(589)

金 21.7(20.0)

26.3(24.1)

1.7(1.4)

27 573(512)

月 21.9(20.2)

18.2(17.6)

1.5(1.3)

28 557(503)

火 25.0(22.7)

16.9(16.6)

1.4(1.2)

29 ◆お誕生日メニュー◆ 562(503)

水 19.1(18.0)

21.1(19.9)

1.7(1.4)

30 636(563)

木 31.0(27.4)

23.8(22.1)

1.7(1.5)

以上児 未満児
目標量/平均栄養価 目標量/平均栄養価

熱量 630/586 530/525

タンパク質 26/24 26/22

脂質 18/20 14/19

食塩相当量 1.6/1.5 1.7/1.3

ケジャリー、スコッチブ
ロス、かぼちゃサラダ、
ヨーグルト

ナポリタン、コーンスー
プ、ブロッコリーツナサ
ラダ、オレンジ

カレールウ、鶏がらだ
し、食塩、パセリ粉

牛乳、
キャロット
レーズンケーキ

牛乳、鶏肉の
オーブン焼き
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ご飯、おかず汁、豚肉の
香味焼き、おから入りポ
テトサラダ、梨

米、じゃがいも、米粉、
油、マヨネーズ、ごま
油、砂糖

牛乳、鶏肉、豚肉、おか
ら、豆乳、ハム、みそ、
チーズ、高野豆腐

なし、たまねぎ、にんじ
ん、ミニトマト、なす、
きゅうり、コーン、えのき
たけ、ニンニク

だし汁、しょうゆ、みり
ん、酒、食塩、カレー粉

牛乳、
じゃこトースト

牛乳、お誕生日
バナナケーキ

ご飯、すまし汁、
鮭のちゃんちゃん焼き、
かぼちゃのごまマヨネー
ズ、バナナ

米、食パン、マヨネー
ズ、バター、砂糖、ごま

牛乳、さけ、卵、チー
ズ、しらす干し、みそ

かぼちゃ、バナナ 、にんじ
ん、こまつな、キャベツ、
ブロッコリー、えのきた
け、コーン、しめじ

だし汁、酒、しょうゆ、
食塩

カレーライス、野菜スー
プ、切干大根のサラダ、
オレンジ

米、砂糖、油、ごま
牛乳、ヨーグルト、豚
肉、生クリーム、鶏肉、
ハム、ゼラチン

牛乳、卵、ソーセージ、
ツナ、ホイップクリーム

コーン、オレンジ 、にんじ
ん、ブロッコリー、バナナ
、たまねぎ、きゅうり、
ピーマン

ケチャップ、ウスター
ソース、ココア、鶏がら
だし、酢、食塩

だし汁、しょうゆ

スパゲティー、米粉、
クッキー、砂糖、油

ご飯、なめこのみそ汁、
親子煮、ブロッコリーの
白和え、梨

牛乳、いちごの
ムース

たまねぎ、パイナップル、
かぼちゃ、オレンジ 、にん
じん、トマト、なす、ズッ
キーニ、きゅうり、だいこ
ん、しめじ

カレールウ、鶏がらだ
し、酢、食塩

牛乳、すくすく
米粉のいがぐり
ボール

ご飯、とうがんの中華
スープ、野菜たっぷり
マーボー、ちんげんさい
のごまマヨサラダ、梨

米、片栗粉、砂糖、マヨ
ネーズ、ごま油、ごま

牛乳、牛肉、豚肉、とう
ふ、豆乳、鶏肉、しらす
干し、きな粉、みそ、干
しえび

なし、とうがん、チンゲン
サイ、たまねぎ、にんじ
ん、なす、コーン、ピーマ
ン、しいたけ、しょうが

酒、しょうゆ、鶏がらだ
し、食塩

牛乳、
きなこプリン

牛丼、高野豆腐のスー
プ、小松菜とじゃこの和
え物、バナナ

米、米粉、さつまいも、
油、片栗粉、砂糖、ごま

牛乳、牛肉、豆乳、鶏
肉、しらす干し、とう
ふ、高野豆腐

こまつな、バナナ 、にんじ
ん、たまねぎ、ぶどう、グ
リンピース

だし汁、みりん、しょう
ゆ、酒、酢、鶏がらだ
し、食塩

牛乳、ミニアメ
リカンドッグ

わかめごはん、みそ汁、
鶏のから揚げ、ブロッコ
リーと卵のサラダ、梨

米、食パン、砂糖、米
粉、マヨネーズ、油、ご
ま

牛乳、鶏肉、卵、ハム、
油揚げ、みそ、しらす干
し

なし、こまつな、ミニトマ
ト、ブロッコリー、だいこ
ん、ぶどう、ねぎ、しょう
が、わかめ、ニンニク

だし汁、しょうゆ、酒
牛乳、パンプ
ティング

ご飯、なすの中華スー
プ、チンジャオロース、
ほうれん草と卵の和え
物、オレンジ

米、ホットケーキ粉、
油、砂糖、片栗粉、ごま
油

牛乳、豚肉、ウイン
ナー、卵、とうふ、ツナ

ほうれんそう、オレンジ 、
なす、たまねぎ、たけの
こ、ピーマン、にんじん、
えのきたけ

しょうゆ、酒、鶏がらだ
し、食塩

牛乳、
オレンジゼリー

米、米粉、じゃがいも、
油、マヨネーズ、砂糖

牛乳、ヨーグルト、さ
け、うずら卵、鶏肉、豆
乳、ツナ、きな粉

にんじん、たまねぎ、かぼ
ちゃ、ブロッコリー、バナ
ナ 、コーン、グリンピー
ス、ニンニク、パセリ

鶏がらだし、食塩、カ
レー粉

牛乳、
きなこトースト

ご飯、枝豆のサラダ、
玉ねぎとベーコンのスー
プ、鶏肉のママレード焼
き、バナナ

米、油、片栗粉、砂糖、
ごま油

牛乳、鶏肉、ベーコン、
高野豆腐、しらす干し、
きな粉、削り節

牛乳、すくすく
米粉のママレー
ドケーキ

バナナ 、チンゲンサイ、た
まねぎ、ほうれんそう、ブ
ロッコリー、えだまめ、に
んじん、しめじ、ママレー
ド

しょうゆ、鶏がらだし、
食塩

牛乳、
おからキッシュ

ご飯、ミルクスープ、
ポークビーンズ、コール
スローサラダ、オレンジ

米、さつまいも、じゃが
いも、ごま油、砂糖、
油、マヨネーズ

牛乳、豚肉、大豆、干し
えび、牛乳、ツナ、チー
ズ

なし、たまねぎ、トマト、
にんじん、こまつな、コー
ン、キャベツ、グリンピー
ス、ニンニク

ケチャップ、鶏がらだ
し、酢、食塩

牛乳、
ツナマヨパン

しょうゆ、みりん、ウス
ターソース、鶏がらだ
し、酢、食塩

牛乳、さわら、鶏肉、と
うふ、豆乳、卵、おか
ら、ベーコン、チーズ、
みそ

なし、こまつな、にんじ
ん、たまねぎ、れんこん、
たけのこ、こんにゃく、さ
やいんげん、あおのり、パ
セリ

だし汁、しょうゆ、みり
ん、酒、食塩

牛乳、
フルーツポンチ

ロールパン、バナナ
にんじんサラダ、鶏肉の
クリームシチュー

ロールパン、米粉、油、
砂糖

牛乳、鶏肉、ツナ缶、
卵、削り節、

にんじん、バナナ、かぼ
ちゃ、たまねぎ、マーマ
レード、もやし、コーン、
しめじ、オレンジ 、グリン
ピース

しょうゆ、コンソメ、食
塩

牛乳、
かぼちゃプリン

ご飯、なすのみそ汁、
さばの竜田揚げ、
高野豆腐とひじきの煮
物、バナナ

米、米粉、コーンフレー
ク、油、砂糖

牛乳、鶏肉、さば、生揚
げ、凍り豆腐、みそ

バナナ 、ブロッコリー、な
す、にんじん、しいたけ、
さやいんげん、ひじき、
しょうが

3時おやつ

米、米粉、砂糖、油、砂
糖、ごま油

牛乳、ヨーグルト、豚
肉、卵、チーズ、おか
ら、みそ、

トマト 、ミニトマト、たま
ねぎ、ブロッコリー、にん
じん、干しぶどう、ピーマ
ン、セロリ

牛乳、
すくすく米粉の
ポパイケーキ

キャベツ、きゅうり、にん
じん、こまつな、ほうれん
そう、ピーマン、もやし、
コーン、しいたけ

しょうゆ、酢、鶏がらだ
し、酒、食塩

ご飯、中華卵スープ、
回鍋肉、きゅうりの華風
サラダ、ヨーグルト

ご飯、ブロッコリーの
スープ、鯖カレー、
大根のみそマヨサラダ、
オレンジ

ご飯、じゃがいものスー
プ、カレイのマヨコーン
チーズ焼き、スペイン風
オムレツ、バナナ

米、じゃがいも、マヨ
ネーズ、砂糖

牛乳、かれい、卵、鶏
肉、ツナ缶、油揚げ、
チーズ

さば、牛乳、卵、ツナ、
鶏肉、チーズ

日付 献立
材         料        名

スパゲティー、米、油、
三温糖、バター、砂糖

牛乳、ベーコン、鶏肉、
ツナ缶

トマト、ほうれんそう、玉
ねぎ、人参、ズッキーニ、
オレンジ 、コーン、ブロッ
コリー、しめじ、のり、生
姜、ニンニク

米、ホットケーキ粉、砂
糖、油

バナナ 、たまねぎ、ブロッ
コリー、にんじん、トマト
、しめじ、しいたけ、コー
ン、ピーマン、枝豆

きのことベーコンの和風
パスタ、ズッキーニの
スープ、ブロッコリーの
三色サラダ、オレンジ

米、さといも、マヨネー
ズ、バター、砂糖、油

こども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

牛乳、
りんごのケーキ

米、ホットケーキ粉、砂
糖、バター、ごま

牛乳、卵、鶏肉、とう
ふ、油揚げ、みそ

なし、たまねぎ、にんじ
ん、だいこん、りんご 、ブ
ロッコリー、ぶどう、なめ
こ、コーン、グリンピー
ス、しいたけ

＊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。

ご飯、すまし汁、
さわらのみそマヨ焼き、
筑前煮、梨

牛乳、枝豆ご飯

牛乳、
鶏むねのコーン
フレーク焼き

ご飯、わかめスープ、
中華風ローストチキン、
バンサンスー、梨

米、ホットケーキ粉、は
るさめ、砂糖、油、ごま
油、ごま

牛乳、鶏肉、卵、豚肉、
ハム

鶏がらだし、酒、しょう
ゆ、食塩

だし汁、しょうゆ、酒、
みりん、食塩

なし、とうがん、ブロッコ
リー、たまねぎ、きゅう
り、にんじん、ぶどう、ね
ぎ、えのきたけ、ニンニ
ク、しょうが、わかめ

しょうゆ、酢、中華だ
し、本みりん、食塩


