
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

01 639.3(581.9)

火 21.0(20.1)

24.6(23.5)

2.1(1.8)

02 619.1(565.7)

水 28.5(26.1)

14.5(15.4)

2.1(1.8)

03 700.7(627.5)

木 28.9(26.5)

22.4(21.7)

2.2(1.9)

04 713.3(637.7)

金 32.1(29.0)

25.7(24.4)

2.5(2.1)

07 596.8(547.9)

月 22.9(21.7)

15.5(16.2)

2.1(1.8)

08 639.7(578.7)

火 23.8(22.3)

24.5(23.4)

2.1(1.8)

09 584.2(497.5)

水 31.4(20.6)

18.6(18.2)

1.7(1.3)

10 713.5(637.8)

木 23.6(22.1)

22.3(21.7)

2.8(2.3)

11 671.2(604.0)

金 25.8(24.0)

25.0(23.8)

1.6(1.4)

15 666.8(603.9)

火 26.6(24.6)

18.6(18.7)

2.2(1.8)

16 681.9(612.5)

水 33.9(30.4)

25.0(23.8)

3.0(2.5)

17 700.0(618.8)

木 33.6(29.2)

24.9(23.5)

2.1(1.7)

18 461.5(437.8)

金 20.0(19.3)

9.1(11.1)

1.4(1.2)

21 580.8(533.2)

月 25.0(23.3)

19.7(19.5)

2.4(2.0)

23 541.3(501.6)

水 18.5(18.1)

14.1(15.1)

1.8(1.5)

24 619.3(565.8)

木 23.2(21.9)

15.9(16.5)

1.7(1.4)

25 703.0(629.4)

金 27.7(25.5)

15.0(15.8)

2.3(1.9)

28 707.8(628.1)

月 25.0(23.3)

24.7(23.5)

2.0(1.7)

29 645.4(584.9)

火 24.9(23.2)

20.9(20.5)

1.3(1.1)

30 681.9(612.5)

水 33.9(30.4)

25.0(23.8)

3.0(2.5)

31 690.3(620.0)

木 24.5(22.9)

26.4(24.9)

1.8(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 601/648 523/584

タンパク質 24.1/26.0 20.9/23.7

脂質 16.7/20.7 14.5/20.3

食塩相当量 2.0/2.0 1.8/1.7

2019年10月　幼児食献立表

★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★

＊献立変更の可能性があります。ご了承ください。

＊吉川産米を使用しております。

牛乳、ロール
ケーキ

ピラフ、田舎スープ、ハンバー
グ、ブロッコリーツナサラダ、オ
レンジ

米、じゃがいも、小麦
粉、バター、砂糖、ド
レッシング、片栗粉、油

牛乳、豚肉、えび、牛
肉、ツナ、ベーコン、
卵、鶏肉

玉ねぎ、ブロッコリー、にんじ
ん、トマト、きゅうり、オレン
ジ、とうもろこし、セロリ

コンソメ、食塩、ココア、パセ
リ粉、ナツメグ、こしょう

牛乳、クッキー

エビグラタン、卵入り野菜スー
プ、春雨サラダ、ピーチゼリー

マカロニ、春雨、油、小
麦粉、バター、ごま

えび、牛乳、卵、ハム
玉ねぎ、ブロッコリー、にんじ
ん、キャベツ、きゅうり

しょうゆ、ごま油、食塩、鶏が
らスープ

牛乳、蒸しパン
（コーン・ウィ
ンナー）

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、
オレンジ

米、小麦粉、オートミー
ル、バター、砂糖、マヨ
ネーズ、麦、ごま油

牛乳、豚肉、卵、鶏肉、
おから、みそ、高野豆腐

かぼちゃ、オレンジ、きゅう
り、玉ねぎ、ミニトマト、えの
き茸、とうもろこし、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、オート
ミールクッキー

麦入りご飯☆、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、小麦粉、砂糖、バ
ター、片栗粉、麦、ご
ま、ごま油

牛乳、豆腐、ひき肉、牛
乳、卵、ソーセージ、み

バナナ、トマト、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、ニン
ニク、しょうが

しょうゆ、酒、食塩、中華だ
し、パセリ粉、こしょう

牛乳、ホット
ケーキ（バナ
ナ）

ご飯☆麦入り、五目汁、さばの竜
田揚げ、ブロッコリーのごま酢あ
え、ヨーグルト

米、里いも、油、片栗
粉、麦、ごま、砂糖

ヨーグルト、さば、鶏
肉、竹輪、鶏肉、油揚げ
牛乳

ブロッコリー、大根、ねぎ、に
んじん、ごぼう、椎茸、しょう
が

麦茶、だし汁、しょうゆ、みり
ん、酢、酒、食塩

麦茶、五目御飯

さつま芋御飯、すまし汁、生揚げ
とキャベツのみそ炒め、かぼちゃ
のそぼろあんかけ、バナナ

米、小麦粉、さつまい
も、砂糖、油、片栗粉、
ごま油、油

厚揚げ、豚肉、鶏肉、牛
乳、みそ

かぼちゃ、白菜、玉ねぎ、キャ
ベツ、にんじん、えのき茸、
ピーマン、バナナ、椎茸、干し
ぶどう

だし汁、しょうゆ、酒、みり
ん、食塩

牛乳、のりじゃ
こトースト

ご飯☆麦入り、キャベツとはるさ
めの中華スープ、八宝菜、もやし
とわかめのナムル、オレンジ

米、コーンフレーク、砂
糖、春雨、片栗粉、麦、
砂糖、油、ごま、ごま油

豚肉、ヨーグルト、生ク
リーム、えび、うずら
卵、ゼラチン、牛乳

白菜、もやし、オレンジジュー
ス、にんじん、キャベツ、オレ
ンジ、たけのこ、ねぎ、椎茸、
わかめ

麦茶、しょうゆ、酒、中華だし 麦茶、ムース

ご飯☆麦入り、麩のすまし汁、炒
り豆腐、ほうれん草のごま和え、
オレンジ

米、食パン、マヨネー
ズ、ごま、砂糖、油、
麦、麩

牛乳、豆腐、卵、鶏肉、
しらす、チーズ

もやし、ほうれん草、オレン
ジ、にんじん、玉ねぎ、えのき
茸、ねぎ、枝豆、椎茸、青のり

だし汁、しょうゆ、みりん、中
華だし、和風だし、食塩

牛乳、栄養いっ
ぱい焼きそば

麦入りご飯☆、中華スープ、豚肉
の香味焼き、かぼちゃのサラダ、
オレンジ

米、せんべい、マヨネー
ズ、麦、バター

ヨーグルト、豚肉、ハ
ム、牛乳

かぼちゃ、きゅうり、オレン
ジ、ミニトマト、にんじん、え
のき茸、とうもろこし、レタ
ス、ねぎ、きくらげ、ニンニク

麦茶、しょうゆ、酒、中華だ
し、食塩、こしょう

麦茶、せんべ
い、ヨーグルト

ご飯☆麦入り、すまし汁、さけの
ちゃんちゃん焼き、厚揚げのそぼ
ろ煮、ゴールドキウイ

米、○焼そばめん、砂
糖、油、片栗粉、麦、○
ごま油

牛乳、厚揚げ、鮭、豚
肉、豚肉、みそ、えび

キウイフルーツ、にんじん、
キャベツ、玉ねぎ、小松菜、も
やし、しめじ、ピーマン、えの
き茸、グリンピース、青のり

だし汁、ソース、しょうゆ、
酒、みりん、食塩、こしょう

10時豆乳　/牛
乳、クラッカー
サンド(ツナチー
ズ・ジャム）

ご飯☆麦入り、けんちん汁、たら
のおろし煮、千草焼き、ゴールド
キウイ

米、ホットケーキ粉、砂
糖、油、麦、小麦粉、ご
ま油

たら、ソーセージ、豆
腐、卵、鶏肉、牛乳、油
揚げ

大根、キウイフルーツ、にんじ
ん、ほうれん草、ねぎ、ごぼ
う、椎茸、しょうが

だし汁、だし汁、しょうゆ、
酒、ケチャップ、食塩

牛乳、アメリカ
ンドッグ

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、クラッカー、麦、油
牛乳、鶏肉、ヨーグル
ト、ツナ、チーズ、ベー
コン

ブロッコリー、バナナ、玉ね
ぎ、ブルーベリージャム、キャ
ベツ、にんじん、トマト、とう
もろこし、ジャム、ニンニク

コンソメ、しょうゆ、食塩、
酢、カレー粉、パセリ粉、こ
しょう

牛乳、おさかな
ごはん

ご飯☆麦入り、とうがんスープ、
ポークチャップ、ブロッコリーの
ミモザサラダ、ピンクグレープフ
ルーツ

米、小麦粉、バター、砂
糖、マヨネーズ、春雨、
油、片栗粉、麦、ごま

牛乳、豚肉、卵、ハム、
おから、アーモンド、え
び

グレープフルーツ、冬瓜、ブ
ロッコリー、玉ねぎ、にんじ
ん、干しぶどう、椎茸

ケチャップ、ソース、酒、食
塩、中華だし、こしょう

牛乳、クッ
キー・おから
レーズン

肉みそラーメン、シュウマイ、野
菜炒め、ぶどうゼリー

中華めん、米、砂糖、
油、片栗粉

牛乳、豚肉、ツナ、しら
す

ぶどうジュース、玉ねぎ、とう
もろこし、にんじん、キャベ
ツ、もやし、ピーマン、しい
茸、小松菜、椎茸、かんてん、
のり

だし汁、しょうゆ、酒、中華だ
し、食塩

牛乳、ツナパン

ご飯☆麦入り、チキンスープ、カ
レイのチーズ焼き、スペイン風オ
ムレツ、オレンジ

米、小麦粉、長いも、オ
リーブ油、麦、油

牛乳、かれい、卵、豚
肉、鶏肉、チーズ、コン
ビーフ、えび、かつお節

玉ねぎ、ブロッコリー、トマ
ト、キャベツ、オレンジ、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

ケチャップ、食塩、ソース、コ
ンソメ、こしょう

牛乳、お好み焼
き

牛肉のみそ丼、けんちん汁、枝豆
の白和え、柿

米、ホットケーキ粉、マ
ヨネーズ、ごま、油、砂
糖、ごま油

牛乳、豆腐、牛肉、鶏
肉、ツナ、卵、油揚げ、
みそ

柿、にんじん、チンゲン菜、玉
ねぎ、大根、とうもろこし、枝
豆、ピーマン、ねぎ、ごぼう、
玉ねぎ

だし汁、しょうゆ、酒、食塩、
パセリ粉

牛乳、ツナサン
ド

麦入りご飯☆、そうめん汁、鶏肉
とたまごの煮物、小松菜ともやし
のあえ物、りんご

米、米粉、そうめん、砂
糖、油、麦

牛乳、鶏肉、うずら卵、
豆乳、おから、かまぼ
こ、油揚げ

りんご、にんじん、大根、小松
菜、もやし、ほうれん草、ごぼ
う、とうもろこし、ねぎ、ニン
ニク、しょうが

だし汁、しょうゆ、酢、酒、食
塩

牛乳、ドーナツ
（おから・米
粉）

麦入りご飯☆、きのこのスープ、
鯵フライ、キャベツとハムのサラ
ダ、ポテトサラダおから入り、オ
レンジ

米、食パン、じゃがい
も、マヨネーズ、ドレッ
シング、油、パン粉、小
麦粉、麦

牛乳、あじ、豆乳、ツ
ナ、おから、ハム、卵

キャベツ、きゅうり、えのき
茸、にんじん、とうもろこし、
しめじ、きゅうり

ケチャップ、コンソメ、食塩、
こしょう

牛乳、豆腐ポン
デケージョ

ご飯☆麦入り、みそ汁、すごもり
卵、ミニトマト、レバー唐揚げ、
ヨーグルト（きな粉）

米、片栗粉、砂糖、油、
麦、ごま、マヨネーズ、
オリーブ油

ヨーグルト、豚レバー、
卵、鮭、みそ、ベーコ
ン、きな粉、油揚げ

玉ねぎ、キャベツ、ミニトマ
ト、なす、にんじん、ピーマ
ン、ねぎ、のり、わかめ、しょ
うが

だし汁、しょうゆ、酒、ケ
チャップ、ソース、食塩

10時豆乳　/牛
乳、おにぎり
（鮭）

ご飯☆麦入り、豆腐すまし汁、鶏
肉のマーマレード焼き、白菜のり
あえ、バナナ

米、白玉粉、小麦粉、
麦、オリーブ油、片栗
粉、砂糖、ごま油

鶏肉、牛乳、豆腐、チー
ズ、しらす

白菜、バナナ、ブロッコリー、
ほうれん草、にんじん、マーマ
レード、のり、わかめ、青のり

だし汁、しょうゆ、酢、食塩、
和風だし

カレーライス、きのこのスープ、
切干大根のサラダ、りんご

米、じゃがいも、片栗
粉、砂糖、マヨネーズ、
オリーブ油、油、ごま

牛乳、豚肉、豆乳、ハ
ム、きな粉、みそ、牛乳

玉ねぎ、りんご、にんじん、え
のき茸、きゅうり、切干大根、
しめじ、豆苗、グリンピース

カレールウ、コンソメ、食塩、
こしょう

牛乳、豆乳もち

日付 献立 3時おやつ
材         料        名


