
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

06 604.5(550.6)

月 23.1(21.8)

17.2(17.5)

1.4(1.2)

07 688.6(621.3)

火 25.6(23.8)

28.4(26.5)

2.4(2.0)

08 609.4(554.5)

水 24.6(23.0)

17.1(17.5)

2.2(1.8)

09 570.3(523.3)

木 26.2(24.3)

21.1(20.7)

2.1(1.8)

10 519.2(482.4)

金 20.0(19.3)

9.2(11.1)

1.7(1.5)

14 473.6(442.6)

火 21.1(19.5)

13.3(14.0)

1.4(1.2)

15 578.8(502.7)

水 30.3(20.5)

17.1(17.4)

1.7(1.3)

16 655.7(592.7)

木 24.8(23.2)

25.0(23.8)

2.0(1.7)

17 648.9(572.7)

金 26.9(24.1)

17.6(17.1)

2.0(1.7)

20 775.9(687.8)

月 27.4(25.2)

25.5(24.2)

2.2(1.9)

21 569.4(526.0)

火 26.5(24.6)

15.5(16.2)

2.3(2.0)

22 664.2(598.4)

水 25.4(23.6)

17.9(18.2)

1.7(1.5)

23 669.1(594.1)

木 27.8(24.0)

26.9(25.1)

2.0(1.8)

24 438.4(421.1)

金 19.7(19.1)

10.4(12.1)

2.1(1.8)

27 645.0(474.2)

月 26.2(19.7)

24.9(17.6)

2.3(1.3)

28 608.3(552.5)

火 16.7(16.6)

16.9(17.3)

1.8(1.5)

29 945.5(823.4)

水 29.4(26.8)

23.5(22.6)

2.9(2.4)

30 579.3(530.5)

木 23.5(22.1)

14.8(15.6)

1.9(1.6)

31 656.8(592.4)

金 27.2(25.1)

22.7(22.0)

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 601/626 523/560

タンパク質 24.1/24.9 20.9/22.4

脂質 16.7/19.2 14.5/18.8

食塩相当量 2.0/2.0 1.8/1.7

＊福島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。

★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★

10時豆乳/牛乳、
おからりんごケーキ

ご飯☆麦入り、きのこのスー
プ、鯵フライ、ポテトサラダお
から入り、みかん

米、じゃがいも、ビーフ
ン、マヨネーズ、パン
粉、油、小麦粉、麦、ご
ま油

牛乳、あじ、豚肉、豆
乳、おから、卵

みかん、玉ねぎ、えのき茸、にん
じん、きゅうり、ミニトマト、と
うもろこし、ピーマン、しめじ、
椎茸

ケチャップ、酒、しょ
うゆ、コンソメ、食
塩、こしょう

牛乳、ビーフン

ご飯☆麦入り、わかめスープ、
鶏肉の野菜煮込み、ブロッコ
リーとコーンのソテー、いちご

米、じゃがいも、ホット
ケーキ粉、油、麦、米
粉、砂糖、バター、ごま

牛乳、鶏肉、豆乳、おか
ら、卵

トマト、いちご、キャベツ、りん
ご、ブロッコリー、玉ねぎ、にん
じん、とうもろこし、エリンギ、
わかめ、しょうが、ニンニク

しょうゆ、食塩、中華
だし、コンソメ、パセ
リ粉、こしょう

麦茶、ムース

ご飯☆麦入り、コーンスープ、
ハヤシライス、きゅうりの華風
サラダ、ヨーグルト

米、じゃがいも、小麦
粉、しらたき、オート
ミール、バター、麦、砂
糖、油、ごま油

牛乳、ヨーグルト、牛
肉、卵、ハム

玉ねぎ、とうもろこし、もやし、
にんじん、きゅうり、とうもろこ
し、マッシュルーム、あさつき、
干しぶどう

ハヤシルウ、ケチャッ
プ、酢、しょうゆ、中
華だし、食塩

牛乳、オートミール
クッキー

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、みかん

米、じゃがいも、コーン
フレーク、ドレッシン
グ、マカロニ、麦、砂
糖、油

ヨーグルト、豚肉、大
豆、生クリーム、ベーコ
ン、ツナ、ゼラチン

みかん、白菜、玉ねぎ、オレンジ
ジュース、トマト、オレンジ、
キャベツ、にんじん、とうもろこ
し、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、せんべい、お
やつ小魚、チーズ

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、いちご

米、ホットケーキ粉、砂
糖、片栗粉、麦、ごま、
春雨、ごま油、小麦粉

豆腐、ひき肉（牛・
豚）、ソーセージ、卵、
牛乳、みそ

いちご、なす、にんじん、ピーマ
ン、にら、玉ねぎ、切干大根、と
うもろこし、豆苗、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、コーンウイン
ナー蒸しパン

ご飯☆麦入り、味噌汁、豚肉の
BBQソース、チンゲン菜とちく
わのさっと煮、バナナ

米、せんべい、麦、ご
ま、砂糖

豚肉、竹輪、みそ、チー
ズ、高野豆腐、いわし、
牛乳

チンゲン菜、玉ねぎ、バナナ、り
んご、にんじん、えのき茸、ピー
マン、ねぎ、わかめ、しょうが、
にんにく

だし汁、ケチャップ、
しょうゆ、みりん、酢

牛乳、豆腐ポンデ
ケージョ

ご飯☆麦入り、かき玉汁、さば
の竜田揚げ、小松菜のおかかあ
え、みかん

米、焼そばめん、片栗
粉、ごま油、油、麦、砂
糖

牛乳、さば、卵、豚肉、
かまぼこ、えび、かつお
節

みかん、小松菜、キャベツ、にん
じん、にら、ピーマン、しょう
が、青のり

だし汁、しょうゆ、
ソース、酒、食塩

牛乳、焼きそば

ご飯☆麦入り、野菜スープ、ハ
ンバーグ、野菜炒め、りんご

米、白玉粉、小麦粉、片
栗粉、麦、オリーブ油、
油、砂糖

牛乳、豚肉、豆腐、豚レ
バー、チーズ

りんご、玉ねぎ、にんじん、トマ
ト、キャベツ、ブロッコリー、と
うもろこし、しめじ、えのき茸、
しい茸、ピーマン、青のり

ケチャップ、ソース、
食塩、コンソメ

牛乳、カップケー
キ・チーズ

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、麦、油

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、玉ねぎ、
キャベツ、にんじん、トマト、
きゅうり、とうもろこし、ニンニ
ク、しょうが

コンソメ、カレー粉、
しょうゆ、食塩、酢、
パセリ粉、こしょう

牛乳、ツナきゅうサ
ンド

わかめご飯☆麦入り、みそ汁、
肉団子の酢豚風、さつま芋のサ
ラダ、果物のヨーグルトあえ

米、さつまいも、ホット
ケーキ粉、マヨネーズ、
片栗粉、油、砂糖、麦、
バター、ごま

牛乳、ヨーグルト、豚
肉、チーズ、卵、ハム、
しらす、みそ

玉ねぎ、みかん、バナナ、にんじ
ん、きゅうり、パイナップル、し
い茸、小松菜、ほうれん草、ピー
マン、なめこ、わかめ

だし汁、酢、しょう
ゆ、コンソメ、食塩

お茶、きな粉餅、磯
部餅

手作りふりかけごはん、かき玉
汁、鶏のから揚げ・たれ、切干
大根のサラダ、りんごゼリー

米、カステラ、砂糖、
油、マヨネーズ、片栗
粉、小麦粉、チョコレー
ト、ごま

ヨーグルト、鶏肉、卵、
ハム、しらす、みそ、か
つお節、牛乳

りんごジュース、きゅうり、にん
じん、いちご、切干大根、にら、
豆苗、かんてん、昆布、青のり

だし汁、しょうゆ、み
りん、食塩、酒

牛乳、お誕生日パ
フェ

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、み
かん

マカロニ、米、マヨネー
ズ、油、米粉、砂糖、ご
ま油、ごま

牛乳、牛肉、豚肉、豚レ
バー、竹輪

みかん、玉ねぎ、キャベツ、にん
じん、えのき茸、ピーマン、しめ
じ、青のり

ケチャップ、ソース、
酒、しょうゆ、コンソ
メ、食塩、パセリ粉、
こしょう

麦茶、牛乳くず餅

ご飯☆麦入り、チキンスープ、
たらのチーズ焼き、スペイン風
オムレツ、りんご

米、小麦粉、長いも、
麦、オリーブ油、油

牛乳、たら、卵、豚肉、
鶏肉、チーズ、コンビー
フ、えび、かつお節

りんご、玉ねぎ、ブロッコリー、
トマト、キャベツ、ミニトマト、
ピーマン、にんじん、セロリ、エ
リンギ、えのき茸、ねぎ、青のり

ソース、ケチャップ、
コンソメ、食塩、こ
しょう

牛乳、お好み焼き

ご飯☆麦入り、みそ汁、擬製豆
腐、きゅうりとささみのごまサ
ラダ、バナナ

米、片栗粉、麦、油、砂
糖、ごま

豆腐、豆乳、牛乳、卵、
鶏肉、きな粉、みそ

きゅうり、もやし、バナナ、にん
じん、とうもろこし、しい茸、グ
リンピース、ひじき、わかめ

だし汁、しょうゆ、
酢、酒、食塩

10時豆乳/牛乳、
ビビンバ

ご飯☆麦入り、すまし汁、筑前
煮、白菜ツナあえ、みかん

米、白玉粉、上新粉、砂
糖、麦、ごま油

牛乳、豆腐、鶏肉、なる
と、ツナ、きな粉

みかん、白菜、れんこん、にんじ
ん、たけのこ、こんにゃく、ごぼ
う、えのき茸、さやいんげん、ね
ぎ

だし汁、しょうゆ、
酢、みりん、酒、食
塩、和風だし

牛乳、豆腐餅

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

パン、米、小麦粉、バ
ター、ドレッシング、砂
糖、パン粉、オリーブ
油、ごま油

牛乳、豆腐、豚肉、鶏
肉、ツナ、チーズ、えび

いちご、ブロッコリー、玉ねぎ、
もやし、チンゲン菜、ミニトマ
ト、にんじん、きゅうり、小松
菜、ニンニク

中華スープ、ケチャッ
プ、酒、ソース、しょ
うゆ、食塩、食塩、こ
しょう、パセリ粉

牛乳、アメリカン
ドッグ

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、里いも、ホットケー
キ粉、麦、砂糖、油、バ
ター、片栗粉、ごま油

牛乳、さわら、豆腐、
卵、油揚げ、チーズ、み
そ、魚肉ソーセージ

みかん、白菜、かぼちゃ、ねぎ、
切干大根、とうもろこし、にんじ
ん、グリンピース、しょうが

だし汁、しょうゆ、
酒、みりん、食塩

牛乳、豆腐ホットパ
ン

ご飯☆麦入り、七草汁、生揚げ
とキャベツのみそ炒め、れんこ
んの梅マヨあえ、りんご

米、ホットケーキ粉、マ
ヨネーズ、油、麦、麩、
砂糖、小麦粉、ごま油

牛乳、厚揚げ、ソーセー
ジ、豚肉、卵、みそ

れんこん、りんご、玉ねぎ、キャ
ベツ、にんじん、ピーマン、えの
き茸、とうもろこし、椎茸、なず
な、せり、梅干、しそ

だし汁、しょうゆ、ケ
チャップ、食塩、こ
しょう

ご飯☆麦入り、おかず汁、松風
焼き、かぼちゃサラダ、みかん

米、さつまいも、片栗
粉、マヨネーズ、麦、ご
ま、ごま油

牛乳、鶏肉、豆腐、み
そ、おから、チーズ、高
野豆腐

みかん、かぼちゃ、玉ねぎ、きゅ
うり、とうもろこし、えのき茸、
青のり

だし汁、みりん、酒、
食塩

牛乳、蒸し焼きい
も、チーズ
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