
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

01 588.2(541.0)

火 26.5(24.6)

18.5(18.6)

1.1(1.0)

02 626.5(568.2)

水 26.1(24.2)

23.7(22.8)

1.6(1.4)

03 613.9(558.1)

木 23.6(22.2)

18.8(18.8)

1.6(1.4)

04 524.1(486.3)

金 26.3(24.4)

23.9(22.9)

2.0(1.7)

07 554.4(510.5)

月 24.8(23.2)

17.5(17.8)

1.4(1.2)

08 546.7(504.4)

火 22.8(21.5)

20.4(20.1)

1.5(1.3)

09 492.7(464.6)

水 25.0(23.3)

16.3(16.8)

0.8(0.8)

10 611.7(556.2)

木 26.8(24.7)

22.0(21.4)

1.5(1.3)

11 651.9(590.8)

金 27.5(25.4)

23.9(22.9)

1.2(1.1)

14 619.0(562.2)

月 29.4(26.8)

21.7(21.2)

2.8(2.4)

15 614.3(544.6)

火 21.2(19.1)

23.2(20.8)

1.3(1.2)

16 506.7(472.3)

水 24.4(22.8)

14.0(15.0)

1.1(1.0)

17 602.2(549.9)

木 24.9(23.2)

20.7(20.4)

1.3(1.2)

18 577.3(528.9)

金 22.6(21.4)

19.1(19.0)

1.2(1.1)

21 537.9(497.3)

月 21.9(20.8)

10.8(12.4)

1.5(1.3)

22 551.7(511.8)

火 21.7(20.7)

17.5(17.8)

1.4(1.2)

23 533.2(494.7)

水 29.0(26.5)

16.8(17.3)

1.9(1.6)

24 692.7(624.6)

木 28.9(26.4)

★ﾘｸｴｽﾄ 17.7(17.9)

献立★ 1.2(1.0)

25 669.3(602.4)

金 23.8(22.3)

23.6(22.7)

1.5(1.3)

28 683.6(615.4)

月 20.2(19.5)

26.7(25.1)

2.0(1.7)

以上児 未満児
目標量/平均栄養価 目標量/平均栄養価

熱量 630/590 530/539
タンパク質 26.0/24.9 26.0/23.2

脂質 16.7/19.8 14.0/19.6
食塩相当量 1.6/1.5 1.7/1.3

2020年１２月　幼児食献立表

日付 献立
材         料        名

3時おやつ

ご飯、玉ねぎとベーコンのスー
プ、ポークチャップ、ブロッコ
リーとコーンのソテー、バナナ

米、小麦粉、油、片栗
粉、砂糖、バター、ベー
キングパウダー

牛乳、豚肉、ベーコン

たまねぎ、ブロッコリー、バナ
ナ 、ほうれんそう、こまつな、
にんじん、ホールコーン、ピー
マン

ケチャップ、ウスター
ソース、食塩、コンソ
メ、しょうゆ

牛乳、ほうれん
草ケーキ

ご飯、小松菜のみそ汁、さばの竜
田揚げ、ミニがんも煮、みかん

米、ビーフン、さとい
も、片栗粉、油、砂糖、
ごま油

牛乳、さば、がんもど
き、豚肉、みそ

みかん 、たまねぎ、こまつな、
にんじん、だいこん、ブロッコ
リー、ピーマン、ねぎ、グリン
ピース、しょうが、カットわか
め

だし汁、しょうゆ、本み
りん、酒、コンソメ

牛乳、ビーフン

ご飯、中華スープ、肉団子の野菜
あんかけ、きゅうりの華風サラ
ダ、プチゼリー

米、食パン、プチゼ
リー、しらたき、片栗
粉、砂糖、マヨネーズ、
油、ごま油

牛乳、鶏肉、卵、ハム、
ベーコン

たまねぎ、にんじん、もやし、
チンゲンサイ、きゅうり、しめ
じ、しいたけ、ピーマン、ホー
ルコーン

中華スープ、酢、しょう
ゆ、コンソメ、食塩、こ
しょう、パセリ粉

牛乳、コーンマ
ヨパン

ロールパン、かぶのスープ、豆腐
のミートグラタン、ブロッコリー
ツナサラダ、グレープフルーツ

ロールパン、小麦粉、バ
ター、パン粉、オリーブ
油、砂糖、バター、和風
ドレッシング

牛乳、とうふ、豚肉、さ
ば水煮缶、ツナ、ベーコ
ン、チーズ

かぶ、グレープフルーツ 、ブ
ロッコリー、ホールトマト、た
まねぎ、にんじん、ミニトマ
ト、かぶ葉、きゅうり、ピーマ
ン、ニンニク

ケチャップ、カレール
ウ、ウスターソース、お
ろしにんにく、おろし
しょうが、食塩、コンソ
メ、パセリ粉、こしょう

牛乳、鯖カレー

ご飯、豆腐すまし汁、筑前煮、和
風和え、みかん

米、さといも、ホット
ケーキ粉、油、砂糖、ご
ま油

牛乳、鶏肉、とうふ、ウ
インナー、卵

みかん 、ほうれんそう、こまつ
な、もやし、にんじん、きゅう
り、えのきたけ、れんこん、た
けのこ、こんにゃく、ごぼう、
グリンピース

だし汁、しょうゆ、本み
りん、酒、食塩

牛乳、アメリカ
ンドッグ

ご飯、白菜スープ、回鍋肉、バン
サンスー、りんご

米、ホットケーキ粉、は
るさめ、砂糖、バター、
ごま油

牛乳、豚肉、卵、ハム、
粉チーズ、みそ、チーズ

りんご 、たまねぎ、きゅうり、
キャベツ、はくさい、にんじ
ん、えのきたけ、ピーマン、に
ら、しいたけ

しょうゆ、酢、酒、中華
だし、コンソメ、パセリ
粉

牛乳、チーズ蒸
しパン

ご飯、トマトスープ、鶏肉のバー
ベキューソース焼き、ブロッコ
リーの三色サラダ、ヨーグルト

米、砂糖、ごま油、油
牛乳、ヨーグルト、鶏
肉、豚肉

ほうれんそう、ブロッコリー、
たまねぎ、キャベツ、ホールト
マト、ホールコーン、にんじ
ん、しょうが、にんにく、あお
のり

ケチャップ、中濃ソー
ス、酢、しょうゆ、食
塩、コンソメ

牛乳、焼きうど
ん

ご飯、みそ汁、鮭の黄金焼き、白
菜の昆布和え、ピンクグレープフ
ルーツ

米、砂糖、片栗粉、油、
ごま油

牛乳、鶏肉、卵、とう
ふ、ツナ、みそ

グレープフルーツ、はくさい、
にんじん、たまねぎ、ブロッコ
リー、なめこ、こまつな、塩こ
んぶ、しょうが

だし汁、しょうゆ、本み
りん、パセリ粉

牛乳、いちごプ
リン

ミートスパゲティー、ほうれん草
のミルクスープ、キャベツのサラ
ダ、オレンジ

スパゲティ、米、フレン
チドレッシング、米粉、
油、砂糖、ごま油

牛乳、牛肉、豚肉、焼
豚、ベーコン

たまねぎ、キャベツ、ほうれん
そう、にんじん、オレンジ 、
ホールトマト、きゅうり、ホー
ルコーン、ピーマン、あおのり

ケチャップ、ウスター
ソース、酒、しょうゆ、
食塩、コンソメ

牛乳、チャーハ
ン

ご飯、おかず汁、擬製豆腐、ほう
れん草とかにかまの和え物、りん
ご

米、食パン、マヨネー
ズ、砂糖、ごま油、油

牛乳、とうふ、卵、チー
ズ、しらす干し、かにか
まぼこ、鶏肉、みそ、か
つお節

りんご 、ほうれんそう、にんじ
ん、たまねぎ、しいたけ、えの
きたけ、グリンピース、ひじ
き、あおのり

だし汁、しょうゆ、食塩
牛乳、のりじゃ
こトースト

ご飯、きのこのスープ、ポーク
ビーンズ、大根とツナのサラダ、
バナナ

米、じゃがいも、マヨ
ネーズ、砂糖、油、ごま

牛乳、ヨーグルト、豚
肉、大豆、ツナ、いわ
し、アーモンド、ベーコ
ン

たまねぎ、だいこん、きゅう
り、ホールトマト、バナナ 、に
んじん、えのきたけ、ホール
コーン、しめじ、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、ヨーグル
ト、小魚アーモ
ンド（1歳児：
せんべい）

ご飯、きくらげのスープ、たらの
野菜あんかけ、もやしのナムル、
みかん

米、片栗粉、油、ごま、
砂糖、ごま油

牛乳、たら、鶏肉、おか
ら、ハム

みかん 、にんじん、もやし、た
まねぎ、えのきたけ、しめじ、
ピーマン、黒きくらげ、ニンニ
ク、しょうが

酢、しょうゆ、酒、コン
ソメ、中華だし、食塩、
こしょう

牛乳、焼きナ
ゲット

ご飯、みそ汁、豚肉の香味焼き、
かぼちゃマヨサラダ、オレンジ

米、焼そばめん、マヨ
ネーズ、ごま油

牛乳、生揚げ、豚肉、お
から、みそ

かぼちゃ、はくさい、キャベツ、た
まねぎ、きゅうり、オレンジ 、も
やし、ミニトマト、にんじん、ホー
ルコーン、ピーマン、葉ねぎ、ニン
ニク、あおのり

だし汁、ウスターソー
ス、本みりん、酒、しょ
うゆ

牛乳、焼きそば

ご飯、大根としめじのスープ、鶏
肉のトマトソースがけ、マセドア
ンサラダ、バナナ

米、じゃがいも、米粉、
オリーブ油、砂糖、片栗
粉、マヨネーズ、油

牛乳、鶏肉、ハム、きな
粉、豆乳、干しえび

バナナ、ホールトマト、だいこ
ん、にんじん、たまねぎ、しめ
じ、きゅうり、トウミョウ

コンソメ、食塩、こしょ
う

牛乳、米粉のき
な粉クッキー

けんちんうどん、かぼちゃのいと
こ煮、小松菜とじゃこのお浸し、
みかん

ゆでうどん、米、片栗
粉、砂糖

牛乳、鶏肉、しらす干
し、豚肉

みかん、かぼちゃ、こまつな、
だいこん、にんじん、たまね
ぎ、あずき、しめじ、れんこ
ん、ピーマン、ねぎ、グリン
ピース

だし汁、本みりん、しょ
うゆ、酒、カレー粉、コ
ンソメ、食塩、こしょう

牛乳、カレーピ
ラフ

ご飯、中華にらスープ、豚肉の
しょうが焼き、ブロッコリーのご
ま和え、ヨーグルト

米、ホットケーキ粉、マ
ヨネーズ、砂糖、油、ご
ま

牛乳、ヨーグルト、豚
肉、豆腐、ツナ

ブロッコリー、たまねぎ、にん
じん、ホールコーン、にら、
しょうが

しょうゆ、中華だし、本
みりん、酒、パセリ粉

牛乳、ツナパン

ふりかけご飯、みそ汁、ぶり大
根、千草焼き、オレンジ

米、上新粉、油、砂糖、
ふりかけ

牛乳、ぶり、卵、鶏肉、
豆乳、みそ

だいこん、かぶ、ほうれんそ
う、オレンジ 、にんじん、かぶ
葉、干ししいたけ、カットわか
め、しょうが

だし汁、しょうゆ、本み
りん、酒、食塩、パセリ
粉、こしょう

牛乳、ささみの
オーブン焼き

ロールパン、さつまいものスー
プ、鶏のから揚げ、マカロニサラ
ダ、フルーツ盛り合わせ

ロールパン、ケーキ、マ
カロニ、片栗粉、砂糖、
バター、油、マヨネーズ

牛乳、鶏肉、ベーコン、
ハム、生クリーム

さつまいも、きゅうり、たまね
ぎ、いちご、ブロッコリー、み
かん、バナナ、キャベツ、にん
じん、ぶどう、えのきたけ、
しょうが、にんにく

しょうゆ、酒、コンソ
メ、食塩

牛乳、クリスマ
スケーキ

みかん、たまねぎ、にんじん、
ブロッコリー、ホールトマト、
キャベツ、えのきたけ、マッ
シュルーム、ホールコーン

ハヤシルウ、ケチャッ
プ、コンソメ、こしょう

牛乳、せんべ
い、クッキー、
キャンディチー
ズ

ご飯、みそ汁、和風ハンバーグ、
ほうれん草のおひたし、プチゼ
リー

米、プチゼリー、ホット
ケーキ粉、砂糖、片栗
粉、バター

牛乳、合挽肉、豆腐、
卵、みそ、かつお節

ほうれんそう、バナナ、だいこ
ん、たまねぎ、キャベツ、もや
し、しめじ、にんじん、えのき
たけ、カットわかめ

だし汁、本みりん、酒、
しょうゆ、食塩、ナツメ
グ、バニラエッセンス

牛乳、マフィン

＊吉川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の練習をお願いいたします★

ハヤシライス、野菜スープ、ブ
ロッコリーのマヨネーズあえ、み
かん

米、せんべい、クッ
キー、マヨネーズ、オ
リーブ油

牛乳、牛肉、鶏肉、チー
ズ


