
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

03 550.5(510.8)

月 19.3(18.8)

15.9(16.5)

1.2(1.1)

04 686.3(616.0)

火 26.2(24.2)

21.5(21.0)

3.3(2.8)

05 597.1(548.1)

水 22.2(21.1)

20.2(20.0)

2.1(1.7)

06 622.1(566.3)

木 29.0(26.5)

22.5(21.8)

2.3(1.9)

07 580.7(531.6)

金 23.9(22.4)

20.6(20.3)

2.2(1.8)

10 529.3(490.4)

月 24.3(22.8)

11.6(13.1)

1.5(1.3)

11 602.1(548.7)

火 24.5(22.9)

15.2(16.0)

1.8(1.6)

12 696.9(624.5)

水 23.2(21.8)

24.7(23.5)

2.2(1.8)

13 649.5(588.2)

木 27.4(25.3)

22.7(22.0)

2.4(2.0)

14 534.0(497.6)

金 16.8(16.8)

12.8(14.1)

2.2(1.8)

17 541.5(501.8)

月 20.8(20.0)

18.2(18.4)

2.5(2.1)

18 612.3(556.9)

火 24.6(23.0)

17.6(17.9)

2.1(1.8)

19 596.7(544.4)

水 25.4(23.6)

27.2(25.6)

1.9(1.6)

20 681.9(612.5)

木 33.9(30.4)

25.0(23.8)

3.0(2.5)

21 683.6(617.3)

金 25.1(23.4)

25.8(24.5)

2.0(1.7)

24 710.3(636.8)

月 19.2(18.7)

33.4(30.5)

1.9(1.6)

25 529.9(452.9)

火 26.1(16.3)

8.2(9.9)

1.7(1.4)

26 714.8(638.9)

水 23.1(21.8)

22.3(21.6)

2.6(2.2)

27 743.2(661.5)

木 25.8(24.0)

24.9(23.7)

3.1(2.5)

28 616.0(561.3)

金 23.7(22.3)

22.2(21.5)

2.2(1.9)

牛乳125㏄、山
屋カットケーキ

肉みそラーメン、シュウマイ（冷凍）、野菜
炒め（コーン・キャベツ）、ぶどうゼリー

中華めん(生)、○米、砂糖、
油、片栗粉

牛乳125㏄、ツ
ナパン

ご飯☆麦入り、中華スープ（鶏肉）、マー
ボー豆腐、はるさめサラダ（トマト）、果物
(オレンジ1/6)

米、○ホットケーキ粉、○マ
ヨネーズ、砂糖、はるさめ、
片栗粉、ごま油、押麦、ごま

○牛乳(125㏄)、とうふ(木綿
豆腐)、豚肉(ひき肉)、○ツ
ナ(水煮缶)、ハム、○卵、鶏
肉(ひき肉)、○牛乳(1リット
ル)、米みそ(淡色辛みそ)、

きゅうり、トマト、オレンジ、ね
ぎ、チンゲンサイ、たまね
ぎ、えのきたけ、にんじん、
○たまねぎ、しょうが

しょうゆ、酢、酒、中華だし
(顆粒)、食塩、○パセリ粉

牛乳

カレーライス、、マカロニサラダ、野菜入り
卵スープ、りんご

じゃがいも、米(七分つき)、
○マカロニ、○油、○砂糖、
ごま油

○牛乳(125㏄)、、○豚肉
(肩ロース)、、ロースハム○
卵、◎牛乳(1リットル)、○牛
乳（100ｃｃ）

りんご、たまねぎ、にんじん、
○きゅうり、にんじん、○長
ねぎ、人参、にら、しょうが、

だし汁(鶏ガラ)、しょうゆ、
酒、○マヨネーズ、塩、こしょ
う○酒、食塩、、○中華だし
(顆粒)、ごま油

牛乳

ご飯☆麦入り、ミネストローネスープ、カ
レイのチーズ焼き、はるさめ炒め、ゴール
ドキウイ

米、じゃがいも、はるさめ、
○せんべい(塩)、スパゲ
ティー、押麦、○ごま、油、
○砂糖、ごま油

○ヨーグルト(加糖)、かれい
(50ｇ)、チーズ、豚肉(ひき
肉)、○いわし(田作り)、干し
えび、◎牛乳(1リットル)

キウイフルーツ（黄）、たまね
ぎ、はくさい、トマトジュース
(缶)、トマト 、キャベツ、にん
じん、ブロッコリー、ホール
コーン(缶)、セロリ、ピーマ
ン、干ししいたけ、ニンニク

酒、しょうゆ、○しょうゆ、コン
ソメ、中華だし(顆粒)、食
塩、パセリ粉、こしょう

牛乳125㏄、お
さかなごはん

牛乳

○牛乳(125㏄)、豚肉(小間
切れ)、○ツナ(味付缶)、◎
牛乳(1リットル)、○牛乳（100
ｃｃ）

ぶどうジュース(100％果
汁)、たまねぎ、ホールコー
ン(缶)、にんじん、キャベツ、
○もやし、ピーマン、しいた
け、○こまつな、干ししいた
け、粉かんてん、○焼のり

だし汁(鶏がら)、○酒、しょう
ゆ、酒、食塩、中華だし(顆
粒)、○食塩

牛乳

牛乳125㏄、クッ
キー・おから
レーズン

牛乳125㏄、プリ
ンアラモード

ご飯☆麦入り、けんちん汁（鶏肉）、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、押麦、○小麦粉、
ごま油

牛乳 おやつ小魚（ご
ま）、せんべい、
ヨーグルト

ご飯☆麦入り、みそ汁（キャベツ）、牛肉
の和風トマト煮、ブロッコリーとちくわのサ
ラダ、果物(オレンジ1/6)

米、○小麦粉、○無塩バ
ター、○砂糖、油、砂糖、押
麦、片栗粉

○牛乳(125㏄)、牛肉(ば
ら)、○卵、○おから、米みそ
(淡色辛みそ)、ちくわ、○
アーモンド(乾)、油揚げ、◎
牛乳(1リットル)、○牛乳（100

トマト、ブロッコリー、キャベ
ツ、オレンジ、にんじん、
ピーマン、○干しぶどう、レ
モン(果汁)、カットわかめ、ニ
ンニク

だし汁(煮干し)、酒、しょう
ゆ、食塩、こしょう

ふりかけご飯☆麦入り、麩のすまし汁（ほ
うれん草）、豚と厚揚げとじゃが芋煮、
キャベツとちくわの和え物、果物(バナナ
1/3)

米、じゃがいも、○砂糖、砂
糖、押麦、ごま、麩(焼ふ)、
油、片栗粉、ごま(むき)

○牛乳(125㏄)、○牛乳(1
リットル)、とうふ(生揚げ)、○
卵、豚肉(小間切れ)、ちく
わ、○生クリーム、しらす干
し、かつお節、◎牛乳(1リッ

キャベツ、たまねぎ、バナ
ナ、にんじん、ほうれんそう、
えのきたけ、さやいんげん、
ねぎ、あおのり

だし汁(かつお・昆布)、しょう
ゆ、本みりん、酢、食塩

牛乳

パン・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、メロン

ロールパン、○小麦粉、○
砂糖、小麦粉、和風ドレッシ
ング、バター、○バター、パ
ン粉、オリーブ油

○牛乳(125㏄)、とうふ(木綿
豆腐)、豚肉(ひき肉)、○卵、
牛乳(1リットル)、○生クリー
ム、ツナ(水煮缶)、チーズ、
○牛乳(1リットル)、さくらえ

メロン、ブロッコリー、たまね
ぎ、チンゲンサイ、ミニトマ
ト、にんじん、きゅうり、○もも
(白桃缶)、○パイナップル
(缶)、ニンニク

中華スープ、ケチャップ、ウ
スターソース、しょうゆ、食
塩、こしょう、パセリ粉

牛乳125㏄、アメ
リカンドッグ

牛乳

○牛乳(125㏄)、たら(50ｇ)、
卵、○ソーセージ(セミドラ
イ)、とうふ(木綿豆腐)、○
卵、鶏肉(もも・皮なし)、○牛
乳(1リットル)、油揚げ、◎牛

だいこん、キウイフルーツ
（黄）、にんじん、ほうれんそ
う、ねぎ、ごぼう、干ししいた
け、しょうが

だし汁(かつお)、だし汁(か
つお・昆布)、しょうゆ、酒、
○ケチャップ、食塩

牛乳

おにぎり（鮭）、
お茶・麦茶

お好み焼き風ポ
テト、牛乳125㏄

ご飯☆麦入り、みそ汁（だいこん・厚揚
げ）、豚肉と根菜の煮物、小松菜のごま
和え（にんじん）、果物(バナナ1/3)

米、○ビーフン、さといも、押
麦、ごま、砂糖、○油、○ご
ま油

牛乳 牛乳125㏄、
ビーフン（焼き・
カレー味）

ご飯☆麦入り、みそ汁（なす・玉ねぎ）、
すごもり卵、レバー唐揚げ、ヨーグルト（き
な粉）

米、○米、片栗粉、砂糖、
油、押麦、○ごま、マヨネー
ズ、オリーブ油

ヨーグルト(無糖)、豚肉(レ
バー)、卵、○さけ(塩)、米み
そ(淡色辛みそ)、ベーコン、
きな粉、油揚げ、◎牛乳(1
リットル)

たまねぎ、キャベツ、なす、
にんじん、ピーマン、ねぎ、
○焼のり、カットわかめ、しょ
うが

○麦茶(抽出液)、だし汁(か
つお・昆布)、しょうゆ、○
酒、ケチャップ、ウスター
ソース、食塩

中華丼（卵）、中華スープ（きくらげ）、ほう
れん草のナムル（コーン）、果物(オレンジ
1/6)

米、○マッシュポテト、○片
栗粉、ごま油、○油、片栗
粉、ごま、油、砂糖、バター

○牛乳(125㏄)、卵、豚肉(も
も)、○豚肉(ひき肉)、○干し
えび、○削り節、◎牛乳(1
リットル)、○牛乳（100ｃｃ）

はくさい、ほうれんそう、○
キャベツ、もやし、えのきた
け、オレンジ 、にんじん、し
いたけ、たけのこ、ホール
コーン(缶)、ねぎ、黒きくら
げ、ニンニク、カットわかめ、

中華スープ、しょうゆ、○ケ
チャップ、食塩、○ウスター
ソース、中華だし(顆粒)、○
食塩、こしょう

牛乳

牛乳（午前）、ミートスパゲティー、玉ねぎ
とセロリのスープ、ツナエッグ、ボイルブ
ロッコリー、果物(オレンジ1/6)

マカロニ、○米、米粉、マヨ
ネーズ、油、砂糖、○砂糖、
○ごま油

○牛乳(125㏄)、卵、豚肉
(ひき肉)、牛肉(ひき肉)、○
鶏肉(ひき肉)、ツナ(油漬
缶)、牛乳(1リットル)、○牛乳
（100ｃｃ）

たまねぎ、○もやし、にんじ
ん、オレンジ 、ブロッコリー、
○こまつな、ピーマン、セロ
リ

ケチャップ、ウスターソース、
○酒、コンソメ、○しょうゆ、
しょうゆ、食塩、○食塩、こ
しょう

牛乳125㏄、
ビーフン（焼き）

牛乳

○牛乳(125㏄)、豚肉(肩
ロース)、とうふ(生揚げ)、米
みそ(淡色辛みそ)、◎牛乳
(1リットル)、○牛乳（100ｃｃ）

こまつな、にんじん、だいこ
ん、バナナ、○たまねぎ、れ
んこん、ごぼう、○にんじん、
○ピーマン、ねぎ、さやいん
げん、○干ししいたけ

だし汁(かつお・昆布)、しょう
ゆ、○酒、○しょうゆ、○コン
ソメ

牛乳

牛乳125㏄、牛
乳（午前）

おにぎり（じゃこ
ごま）、お茶・麦
茶

ご飯☆麦入り、わかめスープ（キャベ
ツ）、ローストチキン・中華風、もやしのご
ま酢あえ（さやえんどう）、トマトゼリー、牛
乳125㏄

米、○ホットケーキ粉、砂
糖、ごま、押麦、○無塩バ
ター、○砂糖、油、ごま油

牛乳 牛乳125㏄、お
やつビビンバ

カレーライス★、きのこのスープ、切干大
根のサラダ、ヨーグルトあえ（果物）、豆乳
もち

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(125㏄)、豚肉(肩
ロース)、豆乳、ヨーグルト(加
糖)、ハム、きな粉、白みそ、
○牛乳(1リットル)、○牛乳
（100ｃｃ）

たまねぎ、にんじん、みかん
(缶)、バナナ、パイナップル
(缶)、えのきたけ、きゅうり、
切り干しだいこん、しめじ、
豆苗、さやえんどう、グリン
ピース(冷凍)

カレールウ、コンソメ、食塩、
こしょう

ご飯☆麦入り、五目汁（鶏・さといも）、さ
ばの竜田揚げ（ねぎ）、ほうれん草とツナ
のあえ物、ヨーグルト

米、○米、さといも、油、片
栗粉、押麦、○ごま

ヨーグルト(加糖)、さば、○し
らす干し、鶏肉(もも・皮な
し)、ツナ(油漬缶)、油揚げ、
かつお節、◎牛乳(1リットル)

ほうれんそう、だいこん、に
んじん、ねぎ、ごぼう、○焼
のり、しょうが

○麦茶(抽出液)、だし汁(か
つお)、しょうゆ、本みりん、
酒、食塩

牛乳

ご飯☆麦入り、豆腐すまし汁（わかめ）、
豚肉と野菜のごま炒め、おくらとちくわの
海苔あえ、夏みかん

米、○食パン、○マヨネー
ズ、油、押麦、砂糖、ごま

○牛乳(125㏄)、豚肉(ロー
ス)、とうふ(木綿豆腐)、ちく
わ、○しらす干し、○チーズ
(粉チーズ)、◎牛乳(1リット
ル)、○牛乳（100ｃｃ）

なつみかん、たまねぎ、おく
ら、ねぎ、カットわかめ、焼の
り、○あおのり、ニンニク、
しょうが

だし汁(かつお・昆布)、しょう
ゆ、本みりん、酢、食塩

カップケーキ・青
菜

牛乳

牛乳(125㏄)、鶏肉(むね皮
なし)、○牛乳(1リットル)、○
卵、◎牛乳(1リットル)、牛乳
（100ｃｃ）

トマト、りんごジュース、もや
し、キャベツ、たまねぎ、に
んじん、○ほうれんそう、さや
えんどう、レモン汁、かんて
ん、カットわかめ、ニンニク、

しょうゆ、酢、本みりん、中華
だし(顆粒)、食塩、こしょう

牛乳

牛乳125㏄、お
やつ焼きそば
（桜海老）

牛乳125㏄、蒸
しパン（いちご
ジャム）

わかめご飯☆麦入り、みそ汁（こまつな・
なめこ）、肉団子の酢豚風、ポテトサラダ
おから入り、ヨーグルト

米、じゃがいも、○干しそう
めん、マヨネーズ、片栗粉、
油、砂糖、押麦、ごま(むき)

牛乳 トースト（じゃ
こ）、牛乳125㏄

ご飯☆麦入り、かき玉汁（にら）、さわらの
もやしあんかけ、そら豆とささみのサラ
ダ、果物(オレンジ1/6)

米、○焼そばめん、マヨネー
ズ、○ごま油、押麦、片栗
粉、砂糖、ごま油、ごま

○牛乳(125㏄)、さわら、卵、
○豚肉(ばら)、鶏肉(ささ
身)、○干しえび、◎牛乳(1
リットル)、○牛乳（100ｃｃ）

もやし、○キャベツ、きゅう
り、オレンジ、トマト、そらま
め、にんじん、ホールコーン
(缶)、にら、○ピーマン、ね
ぎ、しょうが、○あおのり

だし汁(かつお)、○ウスター
ソース、しょうゆ、酒、食塩

○ケチャップ、しょうゆ、○食
塩、食塩、ブイヨン

(◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

10時おやつ 3時おやつ

ご飯☆麦入り、みそ汁（なす・玉ねぎ）、
擬製豆腐(鶏肉）、スナップエンドウ、アス
パラガスと人参のソテー、果物(バナナ
1/3)

米、○米粉、○油、砂糖、○
砂糖、押麦、油

○牛乳(125㏄)、とうふ(木綿
豆腐)、卵、○豆乳、鶏肉(ひ
き肉)、ソーセージ(混合)、米
みそ(淡色辛みそ)、油揚
げ、◎牛乳(1リットル)、○牛

バナナ、なす、グリーンアス
パラガス、たまねぎ、にんじ
ん、スナップえんどう、○い
ちごジャム、ねぎ、しいた
け、さやえんどう、ひじき、

だし汁(かつお・昆布)、しょう
ゆ、食塩、こしょう

牛乳

お茶・麦茶、そう
めんおやつ

2019年6月　幼児月間献立表

日付 献立
材         料        名

ご飯☆麦入り、生揚げとキャベツのみそ
炒め、いんげんの胡麻和え、スープ
（キャベツ・玉ねぎ）、果物(バナナ1/3)

○じゃがいも(新じゃが)、
米、○小麦粉、○油、砂糖、
押麦、ごま油、ごま(むき)

○牛乳(125㏄)、とうふ(生揚
げ)、豚肉(もも)、米みそ(淡
色辛みそ)、◎牛乳(1リット
ル)、○牛乳（100ｃｃ）

キャベツ、たまねぎ、バナ
ナ、さやいんげん、にんじ
ん、ピーマン、干ししいた
け、○あおのり

＊３歳未満児は午前中に牛乳を提供します

＊吉川市産米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練習してきてください★　　　　

牛乳 牛乳125㏄、新
じゃが揚げ

ヨーグルト(加糖)、豚肉(ひき
肉)、○卵、豆乳、おから、○
なると、しらす干し、米みそ
(淡色辛みそ)、◎牛乳(1リッ
トル)

たまねぎ、にんじん、○ミニト
マト、だいこん、しいたけ、こ
まつな、きゅうり、ホールコー
ン、ピーマン、ねぎ、なめこ、
カットわかめ

○麦茶(抽出液)、だし汁(煮
干し)、しょうゆ、酢、○めん
つゆ(ストレート)、コンソメ、
食塩、こしょう

牛乳


