
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 10時 3時

01 642.9(573.2)

金 30.5(26.1)

22.2(21.4)

3.1(2.7)

07 585.5(535.4)

木 25.3(23.6)

24.0(23.0)

2.0(1.7)

08 580.3(508.1)

金 21.9(20.4)

22.1(21.1)

1.5(1.2)

11 630.0(574.4)

月 21.7(20.7)

23.9(23.0)

1.8(1.5)

12 569.4(522.5)

火 27.2(25.1)

11.1(12.6)

1.2(1.1)

13 585.6(533.2)

水 36.5(32.2)

19.6(19.4)

2.4(2.1)

14 684.3(615.5)

木 28.4(26.1)

24.5(23.4)

2.4(2.1)

15 615.7(563.0)

金 29.2(26.7)

21.7(21.1)

2.2(1.9)

18 702.7(645.6)

月 25.3(25.0)

23.1(23.2)

1.8(3.5)

19 545.9(507.2)

火 25.6(23.8)

14.6(15.5)

2.3(1.9)

20 758.2(673.6)

水 31.5(28.5)

29.7(27.5)

3.2(2.7)

21 618.0(552.6)

木 28.1(25.6)

★ﾘｸｴｽﾄ 19.2(18.5)

献立★ 1.9(1.6)

22 658.9(594.1)

金 26.4(24.4)

18.0(18.2)

1.7(1.5)

25 551.7(509.9)

月 24.7(23.1)

17.1(17.4)

1.5(1.3)

26 652.2(577.5)

火 23.0(20.5)

21.6(19.5)

2.0(1.7)

27 507.6(473.1)

水 25.2(23.5)

13.6(14.7)

2.0(1.7)

28 738.9(653.9)

木 31.5(28.2)

18.2(18.4)

3.1(2.1)

29 578.0(532.9)

金 23.8(22.4)

19.7(19.6)

2.1(1.8)

＊吉川市産コシヒカリを使用しております。 以上児 未満児

目標量/平均栄養価 目標量/平均栄養価

熱量 601/617 523/559

タンパク質 24.1/26.7 20.9/24.5

脂質 16.7/20.1 14.5/19.7

食塩相当量 2.0/2.0 1.8/1.8

★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、ホット
ケーキ・ココ
ア

カレーライス、キャベツスー
プ、切干大根のサラダ、りん
ご、チーズ

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、チーズ、卵、ハ
ム、さくらえび、白み
そ、牛乳

りんご、たまねぎ、にんじん、
キャベツ、なす、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

牛乳

牛乳、焼きう
どん

ご飯、麩のすまし汁、親子
煮、ごぼうときゅうりのサラ
ダ、バナナ

米、うどん、ごま油、砂
糖、マヨネーズ、麩

牛乳、鶏肉、卵、豚肉、
ハム、かつお節

バナナ、たまねぎ、ごぼう、キャ
ベツ、にんじん、きゅうり、ほう
れんそう、コーン、えのきたけ、
さやえんどう、あおのり

だし汁、ウスターソー
ス、しょうゆ、食塩

牛乳

牛乳

牛乳、かれい、鶏肉、
卵、豆乳、ベーコン

ブロッコリー、かぶ、トマト、に
んじん、コーン、かぶの葉

コンソメ、食塩、しょう
ゆ、酒、ガーリックパウ
ダー、パセリ粉、こしょ
う

牛乳

牛乳、ムース
中華丼、豆腐スープ、きゅうり
の酢の物、オレンジ

米、砂糖、ごま油、片栗
粉、砂糖

牛乳、豚肉、豆腐、しら
す

オレンジ、きゅうり、キャベツ、
にんじん、玉ねぎ、みかん、パイ
ナップル、もも、たけのこ、に
ら、椎茸、わかめ、きくらげ、
しょうが、ニンニク

酢、しょうゆ、食塩、中
華だし、こしょう

牛乳、ささみ
フリット

ビビン麺、豚肉と青菜のスー
プ、おくらとちくわの海苔あ
え、果物のヨーグルトあえ

米、中華めん、砂糖、ご
ま油、片栗粉、油

牛乳、ヨーグルト、豚
肉、えび、卵、ちくわ、
ベーコン、さくらえび、
かつお節

おくら、もやし、みかん、バナ
ナ、たまねぎ、こまつな、ねぎ、
だいこん、にんじん、パイナップ
ル、コーン、にら、焼のり、しょ
うが、ニンニク、あおのり

しょうゆ、酒、鶏がらだ
し、中華だし、コンソ
メ、食塩、パセリ粉、こ
しょう

牛乳
牛乳、エビピ
ラフ

ご飯、かぶのスープ、かれい
の黄金焼き、ブロッコリーの
ごまあえ、メロンゼリー

米、メロンゼリー、上新
粉、マヨネーズ、油、
コーングリッツ、砂糖、
ごま、ベーキングパウ
ダー

牛乳、コー
ン・ウィン
ナー蒸しパン

ご飯、春色ランチ・コーン
スープ、ポークビーンズ、
きゅうりと卵のサラダ、ピン
クグレープフルーツ

米、じゃがいも、片栗
粉、マヨネーズ、油、砂
糖

牛乳、豆乳、豚肉、大
豆、卵、うずら卵、きな
粉

グレープフルーツ、クリームコー
ン、たまねぎ、にんじん、コー
ン、トマト、きゅうり、だいこ
ん、ニンニク

ケチャップ、酒、コンソ
メ、食塩、パセリ粉

牛乳
牛乳、豆乳も
ち

ご飯、野菜スープ、鶏肉のピ
ザ焼き、ほうれん草のナム
ル、オレンジ

米、小麦粉、バター、ご
ま、砂糖、オリーブ油、
ごま油、ベーキングパウ
ダー

牛乳、鶏肉、卵、チー
ズ、ソーセージ、ベーコ
ン

ほうれんそう、もやし、キャベ
ツ、オレンジ、たまねぎ、トマ
ト、にんじん、コーン、えのきた
け、黄ピーマン、ピーマン

ケチャップ、ウスター
ソース、しょうゆ、食
塩、コンソメ、パセリ
粉、こしょう

牛乳

とん汁うどん、シュウマイ、ブ
ロッコリーの白あえ、バナナ

うどん、小麦粉、里い
も、マヨネーズ、ごま、
ごま油、砂糖、ベーキン
グパウダー、バター

牛乳、ヨーグルト、豆
腐、豚肉、卵、ハム、み
そ

バナナ、ブロッコリー、大根、に
んじん、りんご、しめじ、ごぼ
う、ねぎ、○玉ねぎ、ジャム

だし汁、みりん、しょう
ゆ

牛乳
牛乳、マーマ
レードケーキ

牛乳、ニラ入
りお好み焼き

ご飯、きのこスープ、煮込み
ハンバーグ、野菜炒め、りん
ご

米、白玉粉、強力粉、片
栗粉、オリーブ油、油、
砂糖

牛乳、豚肉、豆腐、豚レ
バー、粉チーズ

りんご、たまねぎ、にんじん、ト
マト 、キャベツ、ブロッコ
リー、コーン、しめじ、えのきた
け、ピーマン、あおのり

ケチャップ、ウスター
ソース、食塩、コンソメ

牛乳
牛乳、豆腐ポ
ンデケージョ

大豆ごはん、みそ汁、鮭のマ
ヨネーズ焼き、小松菜のおか
かあえ、プチゼリー

米、プチゼリー、小麦
粉、マヨネーズ、油、ご
ま油、砂糖

牛乳、鮭、大豆、鶏肉、
かにかまぼこ、油揚げ、
みそ、干しえび、削り
節、あおのり

こまつな、チンゲンサイ、にんじ
ん、キャベツ、えのきたけ、に
ら、ねぎ、刻みこんぶ

だし汁、しょうゆ、お好
みソース、酒、食塩、パ
セリ粉

牛乳

牛乳、ツナ
きゅうサンド

牛乳、ピザ
トースト

牛乳、ほうれ
ん草ケーキ

牛乳、カレー
風味・鶏のか
ら揚げ

牛乳

牛乳、オート
ミールクッ
キー

ロールパン、ポテトスープ、
豆腐のミートグラタン、キャ
ベツのコーン煮、ぶどう

ロールパン、じゃがい
も、オートミール、小麦
粉、砂糖、バター、オ
リーブ油、パン粉、ベー
キングパウダー

牛乳、豆腐、豚肉、卵、
チーズ、しらす干し

たまねぎ、キャベツ、ぶどう、ク
リームコーン、コーン、にんじ
ん、ミニトマト、グリーンアスパ
ラガス、干しぶどう、ニンニク

ケチャップ、中濃ソー
ス、食塩、コンソメ、パ
セリ粉、こしょう

牛乳

ご飯、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、オリーブ油

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、しょうが

ケチャップ、コンソメ、
カレー粉、しょうゆ、食
塩、酢、パセリ粉、こ
しょう

牛乳

牛乳

ご飯、みそ汁、肉団子の酢豚
風、新じゃがサラダ、果物の
ヨーグルトあえ

米、じゃがいも、小麦
粉、片栗粉、マヨネー
ズ、油、砂糖、無塩バ
ター、ベーキングパウ
ダー

牛乳、ヨーグルト、豚
肉、卵、ハム、米みそ

たまねぎ、みかん、バナナ、にん
じん、きゅうり、ほうれんそう、
なめこ、しいたけ、ピーマン、
カットわかめ

だし汁、酢、しょうゆ、
コンソメ、食塩

牛乳

牛乳、ヨーグルト、牛
肉、豚肉、豚レバー、ち
くわ、粉チーズ

キャベツ、にんじん、たまねぎ、
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、鶏がらだし、
食塩、パセリ粉、こしょ
う

しょうゆ、酢、本みり
ん、中華だし、食塩、こ
しょう

ご飯、おかず汁、豚肉の香味
焼き、小松菜とツナのごま和
え、りんご

米、食パン、ごま、砂
糖、ごま油

牛乳、豚肉、鶏肉、魚肉
ソーセージ、ツナ、チー
ズ、米みそ、高野豆腐

りんご、こまつな、たまねぎ、ミ
ニトマト、にんじん、えのきた
け、ピーマン、ねぎ、サニーレタ
ス、コーン、ニンニク

だし汁、しょうゆ、本み
りん、酒、和風だし、ピ
ザソース

牛乳
牛乳、チャー
ハン

わかめご飯、けんちん汁、メ
ルルーサのおろし煮、千草焼
き、オレンジ

米、油、砂糖、片栗粉、
小麦粉、ごま油、ごま

牛乳、メルルーサ、卵、
鶏肉、高野豆腐、しらす
干し、油揚げ

だいこん、オレンジ、にんじん、
ほうれんそう、ねぎ、ごぼう、こ
んにゃく、干ししいたけ、しょう
が、カットわかめ

だし汁、しょうゆ、酒、
食塩、カレー粉

牛乳

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、豆腐団
子

人参ご飯、コーンスープ、鶏
のから揚げ、おから入りポテ
トサラダ、ピーチゼリー

米、じゃがいも、マヨ
ネーズ、油、片栗粉、小
麦粉

牛乳、鶏肉、おから、豆
乳、卵、生クリーム、ハ
ム

ももジュース、クリームコーン、
コーン、にんじん、いちご、きゅ
うり、みかん、パイナップル、も
も、あさつき、しょうが、粉かん
てん

しょうゆ、酒、食塩、中
華だし

ご飯、中華スープ、中華風
ローストチキン、もやしの中
華風和え物、ぶどうゼリー

米、白玉粉、上新粉、砂
糖、ごま、ごま油、油

牛乳、鶏肉、豆腐、卵、
ツナ、きな粉、さくらえ
び

ぶどうジュース、もやし、たまね
ぎ、こまつな、にんじん、にら、
黒きくらげ、粉かんてん、ニンニ
ク、しょうが

おやつ材         料        名

＊誕生日会の日はらいおん組さんのリクエスト献立です。

＊献立変更の可能性があります。ご了承ください。

2020年5月　幼児月間献立表

牛乳
牛乳、お誕生
日プリン

日付 献立


