
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

01 578.0(530.9)

月 23.0(21.7)

15.5(16.2)

1.5(1.3)

02 496.2(531.0)

火 23.8(25.6)

13.5(18.4)

1.3(1.2)

03 560.4(585.7)

水 24.6(26.3)

17.1(21.3)

1.8(1.6)

04 654.9(591.0)

木 27.9(25.6)

21.3(20.9)

1.7(1.5)

05 703.1(629.5)

金 26.8(24.8)

26.7(25.1)

1.7(1.5)

08 588.2(539.1)

月 24.8(23.2)

22.1(21.5)

1.6(1.3)

09 678.6(609.9)

火 23.9(22.4)

21.5(21.0)

1.6(1.4)

10 611.0(556.0)

水 19.6(19.0)

23.6(22.7)

1.3(1.2)

11 589.7(500.8)

木 32.6(21.5)

21.2(20.3)

1.4(1.1)

12 711.7(639.8)

金 29.7(27.1)

22.3(21.7)

1.6(1.4)

15 616.7(546.9)

月 23.4(21.3)

20.0(19.0)

1.1(1.0)

16 648.1(572.1)

火 26.1(23.5)

19.9(19.0)

1.8(1.5)

17 563.2(517.5)

水 23.3(22.0)

11.6(13.1)

1.7(1.5)

18 692.9(621.3)

木 24.8(23.1)

15.3(16.0)

2.2(1.8)

19 589.6(540.3)

金 25.4(23.7)

17.4(17.7)

1.6(1.4)

22 626.6(568.2)

月 22.9(21.6)

22.2(21.6)

1.4(1.3)

23 496.4(465.7)

火 20.6(19.8)

17.4(17.7)

1.4(1.2)

24 587.4(538.7)

水 28.4(25.9)

17.4(17.7)

1.8(1.5)

25 580.9(518.3)

木 25.3(22.9)

★ﾘｸｴｽﾄ 14.8(14.9)

献立★ 1.4(1.2)

26 578.0(532.8)

金 22.9(21.6)

21.1(20.7)

0.9(0.8)

29 544.0(497.0)

月 24.5(22.3)

18.4(18.0)

1.7(1.5)

30 651.0(587.8)

火 28.5(26.1)

19.5(19.4)

1.5(1.3)

以上児 未満児
目標量/平均栄養価 目標量/平均栄養価

熱量 601/606 523/556
タンパク質 24.1/25.1 20.9/23.2

脂質 16.7/19.1 14.5/19.2
食塩相当量 2.0/1.5 1.8/1.3

★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します★ ※ひよこ組とうさぎ組は12日おやつのアーモンド小魚がせんべいとなります。

2020年６月　幼児月間献立表

日付 献立
材         料        名 10時おやつ

（未満児）
3時おやつ

牛乳
牛乳、お好
み焼き

ご飯、中華スープ、八宝菜、も
やしとわかめのナムル、オレン
ジ

米、小麦粉、油、片栗
粉、砂糖、ごま、バ
ター、ごま油

牛乳、豚肉、えび、うず
ら卵水煮、卵

はくさい、にんじん、もやし、
オレンジ、たまねぎ、えのきた
け、たけのこ、干ししいたけ、
きくらげ、わかめ

酒、しょうゆ、中華だ
し、食塩、バニラエッセ
ンス 牛乳

牛乳、メルルーサ、しら
す干し、豚肉、ベーコ
ン、チーズ

ほうれんそう、キャベツ、バナ
ナ、たまねぎ、にんじん、もや
し、ねぎ、トマトピューレ、ニ
ンニク、しょうが、あおのり

本みりん、酒、しょう
ゆ、コンソメ、食塩

牛乳

牛乳、手作
りクッキー

ご飯、豆腐のすまし汁、チキン
のこんがり焼き、おくらのおか
か和え、ぶどうゼリー

米、小麦粉、マヨネー
ズ、コーンフレーク、パ
ン粉、ごま油、砂糖

牛乳、鶏肉、豚肉、とう
ふ、干しえび、削り節、
粉チーズ

ぶどうジュース、おくら、ミニ
トマト、えのきたけ、キャベ
ツ、こまつな、おかわかめ、ね
ぎ、にら、粉かんてん、あおの
り

だし汁、お好みソース、
しょうゆ、食塩

牛乳、のり
じゃこトー
スト

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、キウイ
フルーツ

米、ロールパン、小麦
粉、バター、和風ドレッ
シング、砂糖、パン粉、
オリーブ油

牛乳、とうふ、豚肉、大
豆、ツナ、鶏肉、油揚
げ、チーズ、さくらえび

キウイフルーツ、ブロッコ
リー、たまねぎ、チンゲンサ
イ、にんじん、きゅうり、しめ
じ、刻みこんぶ、ニンニク

中華だし、ケチャップ、
ウスターソース、しょう
ゆ、酒、食塩、こしょ
う、パセリ粉

牛乳
牛乳、大豆
ごはん

ご飯、ほうれん草のミルクスー
プ、白身魚のトマトソース、
きゃべつのホットサラダ、バナ
ナ

米、食パン、片栗粉、
油、マヨネーズ、ごま

牛乳
牛乳、焼き
うどん

ご飯、豆腐みそ汁、肉団子のあ
んかけ、おから入りポテトサラ
ダ、メロン

米、マカロニ、じゃがい
も、砂糖、マヨネーズ、
片栗粉、油、砂糖

牛乳、豚肉、鶏肉、卵、
とうふ、豆乳、おから、
油揚げ、ソーセージ、ハ
ム、みそ

メロン、ブロッコリー、たまね
ぎ、にんじん、なめこ、きゅう
り、コーン、ピーマン、ねぎ、
わかめ

だし汁、ケチャップ、ウ
スターソース、酒、しょ
うゆ、コンソメ、食塩、
こしょう

牛乳

牛乳、ヨーグルト、豚
肉、卵、ハム、さくらえ
び、みそ

たまねぎ、にんじん、みかん、
バナナ、キャベツ、パイナップ
ル、なす、きゅうり、切り干し
だいこん、しめじ、えのきた
け、トウミョウ、グリンピース

カレールウ、しょうゆ、
コンソメ、ココア、食塩

牛乳

牛乳、マカ
ロニナポリ
タン

ご飯、けんちん汁、鶏肉の照り
焼き、小松菜とコーンのごま和
え、オレンジ

米、ゆでうどん、片栗
粉、油、ごま、砂糖、ご
ま油

牛乳、鶏肉、とうふ、豚
肉、油揚げ

こまつな、だいこん、キャベ
ツ、オレンジ、にんじん、たま
ねぎ、コーン、ねぎ、しめじ、
えのきたけ、ごぼう、しょうが

だし汁、しょうゆ、ウス
ターソース、本みりん、
食塩

牛乳、ホッ
トケーキ・
ココア

ご飯、すまし汁、牛肉のみそ
丼、枝豆の白和え、りんご

米、砂糖、ごま、油 牛乳、ヨーグルト、とう
ふ、牛肉、生クリーム、
油揚げ、みそ

りんご、にんじん、チンゲンサ
イ、たまねぎ、コーン、こまつ
な、えのきたけ、いちご果汁、
えだまめ、赤ピーマン

だし汁、しょうゆ、酒、
食塩、和風だし

牛乳
牛乳、いち
ごプリン

カレーライス、野菜とエビの
スープ、切干大根のサラダ、
ヨーグルトあえ

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

牛乳

牛乳、※
アーモンド
小魚、ヨー
グルト

ご飯、マカロニスープ、カレイ
のチーズ焼き、スペイン風オム
レツ、プチゼリー

米、プチゼリー、マカロ
ニ、マヨネーズ、オリー
ブ油、片栗粉、油

牛乳、かれい、卵、鶏
肉、とうふ、チーズ、
ベーコン、コンビーフ

トマト、たまねぎ、ブロッコ
リー、キャベツ、にんじん、セ
ロリ、エリンギ、あおのり

コンソメ、食塩、こしょ
う

牛乳

牛乳、生揚げ、豚肉、
卵、みそ

なつみかん、たまねぎ、さやい
んげん、キャベツ、にんじん、
もやし、えのきたけ、ピーマ
ン、にら、干しぶどう、しいた
け

だし汁、しょうゆ、食塩

牛乳

牛乳、豆腐
入り焼ナ
ゲット

ご飯、おかず汁、豚肉の香味焼
き、スナップエンドウ、かぼ
ちゃマヨサラダ、バナナ

米、アーモンド、マヨ
ネーズ、ごま油、ごま

牛乳、ヨーグルト、豚
肉、鶏肉、おから、いわ
し、みそ、高野豆腐

かぼちゃ、バナナ、きゅうり、
えのきたけ、ミニトマト、たま
ねぎ、スナップえんどう、コー
ン、ねぎ、ニンニク、わかめ

だし汁、しょうゆ、本み
りん、酒、食塩

牛乳、オー
トミール
クッキー

ご飯、みそ汁、レバーとポテト
のマリアナソース、ひじきのサ
ラダ、きな粉ヨーグルト

米、じゃがいも、油、片
栗粉、砂糖、ごま油、ご
ま

牛乳、ヨーグルト、豚レ
バー、ハム、しらす干
し、きな粉、油揚げ、ひ
じき、みそ、わかめ、削
り節

キャベツ、なす、たまねぎ、に
んじん、きゅうり、ねぎ、しょ
うが

だし汁、ケチャップ、ウ
スターソース、しょうゆ

牛乳
牛乳、じゃ
こねぎごは
ん

ご飯、かき玉汁、生揚げとキャ
ベツのみそ炒め、いんげんの胡
麻和え、夏みかん

米、小麦粉、オートミー
ル、バター、砂糖、砂
糖、ごま油、ごま、片栗
粉

牛乳
牛乳、フレ
ンチトース
ト

ご飯、豚汁、ハンバーグ、スパ
ゲティサラダ、プチゼリー

米、プチゼリー、ロール
ケーキ、スパゲティ、さ
といも、片栗粉、ごま
油、マヨネーズ、油、砂
糖、パン粉

牛乳、合びき肉(牛・
豚)、とうふ、ハム、生ク
リーム、みそ

だいこん、ブロッコリー、キャ
ベツ、きゅうり、たまねぎ、ト
マト、にんじん、もも、みか
ん、パイナップル、ごぼう、ね
ぎ

だし汁、ケチャップ、ウ
スターソース、食塩

牛乳

牛乳、鶏肉、ソーセー
ジ、ヨーグルト、ツナ、
クリームチーズ

たまねぎ、アスパラガス、オレ
ンジ、いちごジャム、キャベ
ツ、トマト、にんじん、しめ
じ、ニンニク、しょうが

カレー粉、しょうゆ、コ
ンソメ、食塩、パセリ
粉、こしょう 牛乳

牛乳、お誕
生日ケーキ

冷やし中華、春巻き、トマトの
和え物、ピーチゼリー

中華めん、食パン、小麦
粉、砂糖、油、はるさ
め、ごま油、バター

牛乳、卵、ハム、ツナ、
豚肉

桃ジュース、きゅうり、トマ
ト、もやし、にんじん、キャベ
ツ、たまねぎ、粉かんてん、干
ししいたけ

酢、しょうゆ、酒、中華
だし、バニラエッセンス

牛乳、クラッ
カーサンド(ツ
ナチーズ・ジャ
ム)

ご飯、にら卵スープ、野菜たっ
ぷりマーボー、はるさめサラ
ダ、キウイフルーツ

米、ビーフン、はるさ
め、砂糖、片栗粉、油、
ごま油

牛乳、とうふ、合びき肉
(牛・豚)、豚肉、卵、か
にかまぼこ、みそ、干し
えび

キウイフルーツ、きゅうり、な
す、たまねぎ、にんじん、に
ら、ピーマン、干ししいたけ、
ニンニク、しょうが

酢、酒、しょうゆ、中華
だし、コンソメ、食塩、
こしょう 牛乳

牛乳、ビー
フン

ご飯、トマトスープ、タンド
リーチキン、アスパラガスと人
参のソテー、オレンジ

米、クラッカー、油

牛乳
牛乳、ツナ
きゅうサン
ド

ご飯、おくらスープ、鶏肉のピ
ザ焼き、ほうれん草のナムル、
オレンジ

米、ホットケーキ粉、
油、ごま、砂糖、バ
ター、オリーブ油、ごま
油

牛乳、鶏肉、卵、チーズ ほうれんそう、もやし、オレン
ジ、たまねぎ、にんじん、トマ
ト、おくら、えのきたけ、コー
ン、黄ピーマン、ピーマン、わ
かめ

ケチャップ、ウスター
ソース、コンソメ、食
塩、パセリ粉、こしょう 牛乳

牛乳、たら、鶏肉、卵、
ちくわ

オレンジ、おくら、にんじん、
たまねぎ、しいたけ、ほうれん
そう、ピーマン、ねぎ、干しし
いたけ、焼のり、しょうが

だし汁、ケチャップ、
酢、しょうゆ、食塩

牛乳

牛乳、ドー
ナツ

ご飯、みそ汁、さわらのごま照
り焼き、そら豆とささみのサラ
ダ、バナナ

米、食パン、ごま、マヨ
ネーズ、砂糖

牛乳、さわら、とうふ、
鶏肉、ツナ、みそ

バナナ、きゅうり、トマト、そ
らまめ、こまつな、なめこ、
コーン、わかめ

だし汁、しょうゆ、本み
りん、酒

牛乳、ほう
れん草ケー
キ

ご飯、チキンスープ、ポーク
チャップ、ブロッコリーのミモ
ザサラダ、バナナ

米、片栗粉、砂糖、マヨ
ネーズ、油

牛乳、豚肉、豆乳、卵、
ハム、鶏肉、きな粉

ブロッコリー、たまねぎ、バナ
ナ、キャベツ、にんじん、しめ
じ、ピーマン

ケチャップ、ウスター
ソース、コンソメ、食塩

牛乳
牛乳、豆乳
もち

ご飯、そうめん汁、魚と野菜の
甘酢煮、おくらとちくわの海苔
あえ、オレンジ

米、じゃがいも、小麦
粉、片栗粉、干しそうめ
ん、砂糖、油、無塩バ
ター、ベーキングパウ
ダー

牛乳

牛乳、おさ
かなごはん

ご飯、小松菜と卵のスープ、野
菜のカレー炒め、キャベツとほ
うれんそうの磯和え、オレンジ

米、じゃがいも、片栗
粉、白玉粉、強力粉、
油、バター、オリーブ油

牛乳、豚肉、とうふ、
卵、粉チーズ

たまねぎ、オレンジ、キャベ
ツ、ほうれんそう、にんじん、
えのきたけ、こまつな、ピーマ
ン、あおのり、焼きのり

だし汁、しょうゆ、食
塩、カレー粉、こしょう

牛乳

＊吉川市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。

＊25日（木）はらいおん組さんのリクエスト献立です。

牛乳、豆腐
ポンデケー
ジョ

レバー入りミートスパゲ
ティー、野菜スープ、きゅうり
と卵のサラダ、ヨーグルト

マカロニ、米、マヨネー
ズ、油、米粉、砂糖

牛乳、ヨーグルト、牛
肉、豚肉、豚レバー、う
ずら卵水煮、ツナ、しら
す干し、粉チーズ

たまねぎ、にんじん、きゅう
り、こまつな、えのきたけ、
コーン、だいこん、もやし、
ピーマン、しめじ、焼のり

ケチャップ、酒、ウス
ターソース、コンソメ、
食塩、パセリ粉、こしょ
う


