
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

02 611.8(547.1)

月 25.9(22.6)

22.3(21.2)

2.1(1.8)

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)

09 679.9(496.9)

月 26.4(19.8)

24.9(17.7)

2.3(1.3)

10 777.4(687.7)

火 23.9(22.3)

21.8(21.2)

2.4(2.0)

11 552.1(508.7)

水 21.1(20.1)

10.5(12.2)

2.3(1.9)

12 777.4(687.7)

木 23.9(22.3)

21.8(21.2)

2.4(2.0)

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)

牛乳

牛乳、マカ
ロニナポリ
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2020年3月　幼児月間献立表

日付 献立
材         料        名

10時おやつ3時おやつ

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

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、オレンジ

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、

オレンジ、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、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

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

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、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

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、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、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、コー
ンウイン
ナー蒸しパ
ン

カレーラーメン、ポテトサラ
ダ　ハンバーグ、ぶどうゼ
リー

中華めん、じゃがいも、
クラッカー、砂糖、油、
マヨネーズ

牛乳、豚肉、クリーム
チーズ、合びき肉（牛・
豚）、ハム

たまねぎ、トマト、ブルーベ
リージャム、キャベツ、にん
じん、たまねぎ、いちごジャ
ム、きゅうり、

酒、食塩、こしょう、ナ
ツメグ、ウスターソー
ス、ケチャップ、カレー
ルｳ

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、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

牛乳、ロー
ルケーキ

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、オレンジ

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、

オレンジ、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、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、焼き
うどん

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、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

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、
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

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

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、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

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、オレン
ジ

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

オレンジ、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、豆腐
ポンデケー
ジョ

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

牛乳、豆腐
団子

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

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

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、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、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、
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

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、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

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

＊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

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


