
エネルギー
たんぱく質
　脂質／塩

分
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

01 651.4(589.8)

火 20.8(20.0)

20.0(19.8)

1.3(1.1)

02 565.0(518.8)

水 22.6(21.4)

19.1(19.1)

1.6(1.3)

03 573.6(527.1)

木 20.6(19.8)

17.8(18.0)

1.1(1.0)

04 585.8(536.6)

金 25.9(23.9)

20.2(19.8)

1.5(1.3)

07 591.5(540.2)

月 21.3(20.4)

18.9(18.9)

1.6(1.4)

08 696.7(622.7)

火 24.7(23.0)

19.6(19.4)

0.7(0.7)

09 530.4(494.7)

水 24.8(23.2)

14.4(15.3)

1.6(1.4)

10 514.6(478.7)

木 20.4(19.6)

13.2(14.4)

1.3(1.2)

11 619.1(562.3)

金 29.5(26.9)

22.4(21.8)

2.6(2.2)

14 531.7(495.8)

月 23.2(21.9)

17.6(17.9)

1.1(1.0)

15 591.6(540.3)

火 28.4(26.0)

19.5(19.4)

1.7(1.5)

16 631.7(572.4)

水 30.7(27.9)

15.1(15.9)

1.7(1.4)

17 600.7(551.0)

木 20.8(20.0)

21.9(21.3)

1.4(1.2)

18 566.1(521.1)

金 25.1(23.4)

21.1(20.7)

1.6(1.4)

23 570.0(523.0)

水 21.4(20.4)

22.0(21.4)

1.5(1.3)

24 501.6(468.3)

木 27.4(25.2)

★ﾘｸｴｽﾄ 12.6(13.9)

献立★ 2.2(1.8)

25 721.7(649.0)

金 31.6(28.7)

25.6(24.3)

1.4(1.3)

28 580.1(531.1)

月 21.8(20.7)

13.5(14.6)

1.7(1.5)

29 635.9(575.7)

火 31.5(28.5)

27.4(25.7)

1.9(1.6)

30 612.3(560.3)

水 27.3(25.2)

19.8(19.6)

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 601/594 523/543
タンパク質 24.1/25.0 20.9/23.3

脂質 16.7/19.1 14.5/19.1
食塩相当量 2.0/1.6 1.8/1.3

＊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します★

日付 献立
材         料        名

＊吉川産コシヒカリを使用しております。

たまねぎ、きゅうり、チンゲンサ
イ、オレンジ 、にんじん、しめ
じ、えのきたけ、しょうが、ニン
ニク

中華スープ、ケチャップ、しょう
ゆ、酢、酒、コンソメ、こしょう

3時おやつ

ご飯、野菜スープ、おから豆腐
ハンバーグ、野菜炒め、バナナ

米、砂糖、片栗粉、油 牛乳、豚肉、ウイン
ナー、豆腐、おから、
ゼラチン

たまねぎ、キャベツ、ホールトマ
ト、コーン、バナナ 、クリーム
コーン、オレンジ 、にんじん、
しめじ、かぼちゃ、黄桃缶

ケチャップ、ウスターソース、食
塩、コンソメ

牛乳、ムース

牛乳、手作り
クッキー

ご飯、みそ汁、鶏肉の照り焼き、
キャベツのおかか和え、梨

米、小麦粉、油、砂
糖、バター、ベーキン
グパウダー

牛乳、鶏肉、とうふ、
卵、みそ、削り節

梨、きゅうり、キャベツ、たまね
ぎ、ミニトマト、なめこ、ほうれ
んそう、こまつな、にんじん、
しょうが

だし汁、しょうゆ、みりん

牛乳、ほうれん
草ケーキ

ご飯、エビの中華スープ、魚の野
菜たっぷりあんかけ、バンサン
スー、オレンジ

米、小麦粉、はるさ
め、バター、砂糖、
油、片栗粉、ごま油

牛乳、たら、卵、ハ
ム、干しえび

牛乳、鶏肉、卵、ハム にんじん、もやし、えのきたけ、
たまねぎ、ねぎ、ピーマン、赤
ピーマン、黒きくらげ、カットわ
かめ

酢、しょうゆ、酒、中華だし、食
塩、バニラエッセンス、こしょう 牛乳、フレンチ

トースト

牛乳、とうふ、豚肉、
しらす干し

チンゲンサイ、バナナ 、キャベ
ツ、にんじん、たまねぎ、えのき
たけ、ねぎ、グリンピース、干し
しいたけ、カットわかめ、あおの
り

だし汁、ウスターソース、みり
ん、酒、しょうゆ、酢、食塩 牛乳、焼きうど

ん
ご飯、すまし汁、肉じゃが、チン
ゲン菜のしらすサラダ、バナナ

米、ゆでうどん、じゃ
がいも、しらたき、ご
ま油、油、砂糖

牛乳、ツナパン

ご飯、かぼちゃのミルクスープ、
ポークビーンズ、ブロッコリーの
ごまあえ、グレープフルーツ

米、さつまいも、じゃ
がいも、砂糖、米粉、
バター、ごま、油

牛乳、豚肉、豆乳、ツ
ナ、大豆、ベーコン

グレープフルーツ、かぼちゃ、た
まねぎ、ブロッコリー、ホールト
マト、にんじん、ホールコーン、
にんにく

ケチャップ、コンソメ、食塩、
しょうゆ、パセリ粉

ご飯、中華スープ、ピーマンと鶏
肉の中華炒め、もやしとわかめの
ナムル、プチゼリー

米、プチゼリー、食パ
ン、砂糖、油、片栗
粉、ごま、バター、ご
ま油

牛乳、もっちり
スイートポテト

ご飯、はんぺんのすまし汁、さけ
のちゃんちゃん焼き、里芋のそぼ
ろあんかけ、バナナ

米、さといも、ホット
ケーキ粉、マヨネー
ズ、油、砂糖、片栗粉

牛乳、さけ、豚肉、ツ
ナ、卵、はんぺん、み
そ

キャベツ、バナナ 、にんじん、
しめじ、こまつな、ねぎ、たまね
ぎ、グリンピース、干ししいたけ

だし汁、みりん、しょうゆ、酒、
食塩、パセリ粉

牛乳、豚肉、しらす干
し、とうふ、チーズ、
みそ、油揚げ、かつお
節

オレンジ 、こまつな、だいこ
ん、にんじん、たまねぎ、ミニト
マト、ねぎ、なめこ、しょうが、
あおのり

だし汁、しょうゆ、酒、みりん

牛乳、のりじゃ
こトースト

牛乳、鶏肉、ハム 梨、トマト、キャベツ、たまねぎ、バ
ナナ 、みかん缶、白桃缶、えのきた
け、エリンギ、きゅうり、コーン、し
めじ、にんじん、キウイフルーツ、か
んてん、しょうが、ニンニク

しょうゆ、コンソメ、食塩、パセ
リ粉、こしょう 牛乳、牛乳寒天

入りフルーツポ
ンチ

ご飯、きのこのスープ、鶏肉の野
菜煮込み、キャベツとハムのサラ
ダ、梨

米、じゃがいも、フレ
ンチドレッシング、砂
糖、油、米粉

牛乳、お好み焼
き

ご飯、トマトスープ、タンドリー
チキン、ブロッコリーの三色サラ
ダ、バナナ

米、ビーフン、油、ご
ま油

牛乳、鶏肉、豚肉、
ヨーグルト、ハム、
ベーコン

たまねぎ、ブロッコリー、バナナ
、キャベツ、にんじん、しめじ、
ホールトマト、ホールコーン、
ピーマン、にんにく、しょうが

酒、しょうゆ、酢、食塩、コンソ
メ、カレー粉、パセリ粉、こしょ
う

ご飯、だいこんおろし汁、豚肉の
しょうが焼き、青菜のきつね和
え、オレンジ

米、食パン、マヨネー
ズ、油、砂糖

牛乳、卵、かれい、み
そ、干しえび

オレンジ、ほうれんそう、にんじ
ん、たまねぎ、ねぎ、ピーマン、
干ししいたけ、カットわかめ、
しょうが

だし汁、しょうゆ、ケチャップ、
酒、食塩 牛乳、ケチャッ

プライス

牛乳、ビーフン

ご飯、小松菜のスープ、回鍋肉、
ほうれん草のナムル、梨

米、小麦粉、マヨネー
ズ、ごま、ごま油、片
栗粉、砂糖

牛乳、豚肉、みそ、干
しえび、削り節

梨、ほうれんそう、もやし、キャ
ベツ、たまねぎ、にんじん、こま
つな、えのきたけ、コーン、ピー
マン、にら、しいたけ、ねぎ、あ
おのり

だし汁、しょうゆ、ケチャップ、
中濃ソース、酒、中華だし、食
塩、酢

カレーライス、ズッキーニのスー
プ、きゅうりとささみのサラダ、
ヨーグルト

米、じゃがいも、片栗
粉、砂糖、オリーブ
油、マヨネーズ、油、
ごま

牛乳、ヨーグルト、豚
肉、鶏ささみ、鶏肉、
豆乳、きな粉

たまねぎ、にんじん、ズッキー
ニ、しめじ、きゅうり、えだま
め、コーン、グリンピース

カレールウ、コンソメ、食塩

牛乳、豆乳くず
もち

ご飯、にら中華スープ、野菜たっ
ぷりマーボー、もやしの中華風和
え物、ヨーグルト

米、ホットケーキ粉、
砂糖、油、片栗粉、ご
ま油、はるさめ

ご飯、麩のすまし汁、かれいの味
噌煮、千草焼き、オレンジ

米、麩、砂糖、片栗
粉、油、ごま油

牛乳、お誕生日
プリン

わかめご飯、みそ汁、擬製豆腐、
なすピーツナ炒め、バナナ

米、小麦粉、さつまい
も、砂糖、油、ごま、
ベーキングパウダー

牛乳、とうふ、卵、鶏
肉、ツナ、みそ

かぼちゃ、なす、たまねぎ、バナ
ナ、ミニトマト、ピーマン、えの
きたけ、ねぎ、にんじん、しいた
け、グリンピース、ひじき、カッ
トわかめ

だし汁、しょうゆ、食塩

牛乳、ヨーグルト、と
うふ、合びき肉、鶏
肉、ウインナー、ツ
ナ、卵、みそ

もやし、こまつな、にら、なす、
たまねぎ、えのきたけ、ピーマ
ン、にんじん、ねぎ、干ししいた
け、ニンニク、しょうが

しょうゆ、酢、酒、中華だし、食
塩、こしょう

牛乳、かぼちゃ
ケーキ

ご飯、コーンスープ、ハンバー
グ、ポテトサラダ、バナナ

米、じゃがいも、パン
粉、片栗粉、砂糖、マ
ヨネーズ

牛乳、豚肉、卵、ハ
ム、生クリーム

バナナ、たまねぎ、キャベツ、ブ
ロッコリー、きゅうり、にんじ
ん、みかん缶、黄桃缶、パイン
缶、葉ねぎ

ケチャップ、ウスターソース、中
華だし、食塩、こしょう

牛乳、アメリカ
ンドッグ

ご飯、かぼちゃスープ、鮭のチー
ズ焼き、スペイン風オムレツ、プ
チゼリー

米、プチゼリー、小麦
粉、油、バター、砂
糖、ごま油、ベーキン
グパウダー

牛乳、卵、さけ、ヨー
グルト、豚肉、鶏肉、
チーズ、コンビーフ

ブロッコリー、かぼちゃ、たまね
ぎ、ミニトマト、にんじん、セロ
リ、エリンギ、ピーマン、あおの
り

酒、しょうゆ、食塩、コンソメ、
パセリ粉、バニラエッセンス、こ
しょう

牛乳、ヨーグル
トケーキ

ロールパン、プチゼ
リー、片栗粉、小麦
粉、油、バター、和風
ドレッシング、パン
粉、オリーブ油

牛乳、鶏肉、豚肉、
卵、ツナ、チーズ

ブロッコリー、クリームコーン、
なす、ミニトマト、たまねぎ、に
んじん、きゅうり、ピーマン、葉
ねぎ、しょうが、ニンニク、あお
のり

ケチャップ、ウスターソース、中
華だし、食塩、パセリ粉、こしょ
う

牛乳、チャーハ
ン

ご飯、みそ汁、豚肉のBBQソー
ス、きゅうりの酢の物、りんご

米、さつまいも、米
粉、砂糖、片栗粉、三
温糖、ごま

牛乳、豚肉、豆乳、し
らす干し、みそ

りんご 、キャベツ、きゅうり、
もやし、たまねぎ、にんじん、エ
リンギ、ピーマン、カットわか
め、しょうが、にんにく

２０２０年９月幼児食献立表

牛乳、ヨーグル
ト、小魚アーモ
ンド

ご飯、とうがんのすまし汁、さば
の竜田揚げ、ミニがんも煮、バナ
ナ

米、さといも、せんべ
い、片栗粉、油、砂糖

牛乳、ヨーグルト、さ
ば、がんもどき、いわ
し、アーモンド

バナナ 、にんじん、たまねぎ、
ミニトマト、とうがん、しめじ、
グリンピース、カットわかめ、干
ししいたけ、しょうが

だし汁、酒、みりん、しょうゆ、
食塩

牛乳、おに蒸し
パン

ロールパン、卵とコーンのスー
プ、なすのミートグラタン、ブ
ロッコリーツナサラダ、プチゼ
リー

だし汁、酢、しょうゆ、ケチャッ
プ、食塩


