
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

02 692.2(506.8)

月 26.5(19.8)

25.9(18.5)

2.3(1.3)

03 599.3(546.4)

火 16.4(16.4)

16.9(17.3)

2.1(1.7)

04 720.3(643.2)

水 27.5(25.3)

22.3(21.7)

2.6(2.2)

05 666.8(603.9)

木 26.6(24.6)

18.6(18.7)

2.2(1.8)

06 731.2(651.9)

金 29.3(26.8)

29.2(27.1)

2.2(1.8)

09 596.8(547.9)

月 22.9(21.7)

15.5(16.2)

2.1(1.8)

10 722.0(644.6)

火 26.8(24.8)

32.3(29.7)

2.2(1.9)

11 701.1(627.9)

水 31.0(28.1)

22.4(21.7)

1.7(1.5)

12 667.3(604.3)

木 26.8(24.7)

25.6(24.3)

1.6(1.4)

13 745.5(663.4)

金 31.2(28.3)

21.0(20.6)

2.0(1.7)

16 469.8(446.2)

月 16.6(16.6)

8.0(10.2)

1.5(1.3)

17 653.7(589.9)

火 25.4(23.6)

19.3(19.2)

2.1(1.8)

18 657.4(593.0)

水 22.8(21.5)

27.0(25.4)

2.0(1.7)

19 674.6(598.4)

木 32.9(28.6)

22.9(21.8)

1.7(1.4)

20 484.0(454.2)

金 20.3(19.5)

9.2(11.1)

1.4(1.2)

23 627.7(572.6)

月 25.6(23.8)

20.9(20.5)

2.8(2.3)

24 947.2(824.8)

火 36.3(32.3)

40.8(36.4)

2.9(2.5)

25 642.3(584.3)

水 24.3(22.7)

21.9(21.3)

2.5(2.1)

26 707.2(636.2)

木 27.7(25.5)

18.3(18.5)

2.3(2.0)

27 639.3(581.9)

金 21.0(20.1)

24.6(23.5)

2.1(1.8)

以上児 未満児
目標量/平均栄養価 目標量/平均栄養価

熱量 601/662 523/592
タンパク質 24.1/25.8 20.9/23.7

脂質 16.7/21.6 14.5/20.7
食塩相当量 2.0/2.0 1.8/1.7

＊福島県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練習してきてください★

材         料        名

2019年12月　幼児月間献立表

牛乳、豆乳もち
カレーライス、きのこのスープ、
切干大根のサラダ、りんご

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、豚肉、豆乳、ハ
ム、きな粉、白みそ

たまねぎ、りんご、にんじん、えのきた
け、きゅうり、切り干しだいこん、しめ
じ、トウミョウ、グリンピース

カレールウ、コンソメ、
食塩、こしょう

牛乳、クッキー

けんちんうどん、大豆のかき揚
げ、かぼちゃのそぼろあんかけ、
バナナ

ゆでうどん、米、さとい
も、小麦粉、油、砂糖、片
栗粉

牛乳、大豆、鶏肉、え
び、ウインナー、鶏肉、
なると、卵

かぼちゃ、バナナ、だいこん、たまね
ぎ、にんじん、しめじ、しいたけ、えの
きたけ、ピーマン、ねぎ

だし汁、しょうゆ、本み
りん、食塩、酒

牛乳、きのこ御
飯

手作りふりかけごはん、みそ汁、
魚と白菜の重ね蒸し、卯の花、り
んご

米、じゃがいも、小麦粉、
無塩バター、砂糖、片栗
粉、油、ごま

牛乳、さわら、おから、
鶏肉、米みそ、ちくわ、
卵、しらす干し、削り節

りんご、はくさい、コーン、にんじん、
チンゲンサイ、ねぎ、さやえんどう、刻
みこんぶ、しょうが、カットわかめ、あ
おのり

だし汁、酒、しょうゆ、
本みりん、食塩

牛乳、のりじゃ
こトースト

ハヤシライス、コンソメスープ、
鶏のから揚げ、ミニハンバーグ、
マカロニサラダ、ぶどうゼリー、
チョコバナナ

米、じゃがいも、小麦粉、
油、マカロニ、パン粉、片
栗粉、砂糖、マヨネーズ、

牛乳、鶏肉、豚肉、牛
肉、卵、生クリーム、
卵、ツナ、ベーコン、ハ
ム、牛乳、鶏肉

たまねぎ、ブロッコリー、きゅうり、に
んじん、、トマト、コーン、もも、セロ
リ、パイナップル、ニンニク、しょうが

ハヤシルー、しょうゆ、
コンソメ、食塩、パセリ
粉、こしょう

牛乳、いちご
ケーキ

ご飯☆麦入り、みそ汁、炒り豆
腐、ほうれん草のごま和え、りん
ご

米、食パン、マヨネーズ、
ごま、砂糖、油、押麦

牛乳、豆腐、卵、鶏肉、
しらす干し、チーズ、米
みそ、油揚げ

りんご、かぼちゃ、もやし、ほうれんそ
う、にんじん、たまねぎ、ねぎ、えだま
め、干ししいたけ、あおのり

だし汁、しょうゆ、本み
りん、中華だし

牛乳、栄養いっ
ぱい焼きそば

ご飯☆麦入り、中華スープ、豚肉
の香味焼き、かぼちゃのサラダ、
みかん

米、せんべい、マヨネー
ズ、押麦、バター

ヨーグルト、豚肉、ハ
ム、牛乳

みかん、かぼちゃ、きゅうり、ミニトマ
ト、にんじん、たまねぎ、えのきたけ、
コーン、サニーレタス、黒きくらげ、ニ
ンニク

麦茶、しょうゆ、酒、中
華だし、食塩、こしょう

麦茶、せんべ
い、ヨーグルト

ご飯☆麦入り、すまし汁、さけの
ちゃんちゃん焼き、厚揚げのそぼ
ろ煮、ゴールドキウイ

米、焼そばめん、砂糖、片
栗粉、押麦、油、ごま油

牛乳、厚揚げ、さけ、豚
肉、米みそ、干しえび

キウイフルーツ、キャベツ、にんじん、
たまねぎ、こまつな、もやし、しめじ、
ピーマン、えのきたけ、グリンピース、
あおのり

だし汁、ウスターソー
ス、酒、しょうゆ、本み
りん、食塩、こしょう

10時豆乳/牛
乳、おにぎり

パン・ロールパン、コーンスー
プ、ハンバーグ、マカロニサラ
ダ、ぶどうゼリー

ロールパン、小麦粉、マカ
ロニ、マヨネーズ、砂糖、
バター、油

牛乳、豚肉、卵、生ク
リーム、ハム

ぶどうジュース、れんこん、コーン、た
まねぎ、きゅうり、にんじん、もも、あ
さつき、パイナップル、粉かんてん

ケチャップ、ウスター
ソース、中華だし、食
塩、こしょう、ナツメグ

牛乳、ロール
ケーキ

ご飯☆麦入り、みそ汁、すごもり
卵、ミニトマト、レバー唐揚げ、
みかん

米、片栗粉、油、押麦、ご
ま、砂糖、マヨネーズ、オ
リーブ油

牛乳、豚肉、卵、さけ、
米みそ、ベーコン、油揚
げ

みかん、たまねぎ、キャベツ、ミニトマ
ト、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

だし汁、しょうゆ、酒、
ケチャップ、ウスター
ソース、食塩

牛乳、豆腐ポン
デケージョ

ご飯☆麦入り、キャベツとはるさ
めの中華スープ、八宝菜、もやし
とわかめのナムル、りんご

米、さつまいも、はるさ
め、片栗粉、押麦、砂糖、
油、ごま、ごま油

豚肉、えび、きな粉、う
ずら卵、牛乳(1リットル)

はくさい、りんご、もやし、にんじん、
キャベツ、たけのこ、ねぎ、干ししいた
け、カットわかめ

麦茶、しょうゆ、酒、中
華だし、食塩

麦茶、きな粉ポ
テト

タコライス、ポトフ、チンゲン菜
の中華和え、果物のヨーグルトあ
え

米、さといも、白玉粉、強
力粉、押麦、オリーブ油、
砂糖、油、ごま油

牛乳、ヨーグルト、合び
き肉(牛・豚)、鶏肉、牛
乳、豆腐、卵、鶏肉、
チーズ

かぶ、にんじん、チンゲンサイ、みか
ん、バナナ、パイナップル、ミニトマ
ト、たまねぎ、しめじ、もやし、かぶの
葉、えのきたけ、レタス、あおのり

ケチャップ、しょうゆ、
ウスターソース、酢、コ
ンソメ、にんにく、カ
レー粉、食塩、こしょう

牛乳、お好み焼
き

ご飯☆麦入り、豆腐スープ、ポー
クチャップ、ブロッコリーのミモ
ザサラダ、りんご

米、小麦粉、無塩バター、
マヨネーズ、油、片栗粉、
押麦、砂糖

牛乳、豚肉ヒレ、木綿豆
腐、卵、ハム、おから、
アーモンド(乾)

りんご 、ブロッコリー、たまねぎ、に
んじん、ねぎ、干しぶどう、カットわか
め

ケチャップ、ウスター
ソース、中華だし(顆
粒)、しょうゆ、食塩

牛乳、クッ
キー・おから
レーズン

ご飯☆麦入り、チキンスープ、鮭
とサツマイモのクリーム煮、スペ
イン風オムレツ、みかん

米、さつまいも、オリーブ
油、小麦粉、押麦、片栗
粉、ごま油

牛乳、豆乳、さけ、卵、
豚肉、鶏肉、干しえび、
削り節

みかん、たまねぎ、ブロッコリー、トマ
ト、キャベツ、にんじん、ピーマン、に
ら、えのきたけ、ねぎ、グリンピース、
あおのり

ケチャップ、コンソメ、
中濃ソース、食塩、こ
しょう

牛乳、おから
ドーナツ

牛肉のみそ丼、けんちん汁、枝豆
の白和え、プチゼリー

米、プチゼリー、ホット
ケーキ粉、マヨネーズ、ご
ま、砂糖、油、ごま油

牛乳、豆腐、牛肉、鶏
肉、ツナ、卵、油揚げ、
米みそ

にんじん、チンゲンサイ、たまねぎ、だ
いこん、コーン、えだまめ、赤ピーマ
ン、ねぎ、ごぼう

だし汁、しょうゆ、酒、
食塩、和風だし、パセリ
粉

牛乳、ツナパン

ご飯☆麦入り、そうめん汁、鶏肉
とたまごの煮物、小松菜ともやし
のあえ物、りんご

米、米粉、干しそうめん、
砂糖、油、押麦、グラ
ニュー糖

牛乳、鶏肉、うずら卵、
豆乳、おから、かにかま
ぼこ、油揚げ

りんご、にんじん、だいこん、こまつ
な、もやし、ほうれんそう、ごぼう、
コーン、ねぎ、ニンニク、しょうが

だし汁、しょうゆ、酢、
酒、食塩

10時豆乳/牛
乳、クラッカー
サンド(ツナチー
ズ・ジャム）

ご飯☆麦入り、きのこのスープ、
鯵フライ、キャベツとハムのサラ
ダ、ポテトサラダおから入り、み
かん

米、じゃがいも、ビーフ
ン、マヨネーズ、フレンチ
ドレッシング、油、パン
粉、小麦粉、押麦、ごま油

牛乳、あじ、豚肉、豆
乳、おから、ハム、卵

みかん、キャベツ、たまねぎ、きゅう
り、えのきたけ、にんじん、コーン、
ピーマン、しめじ、干ししいたけ

ケチャップ、酒、しょう
ゆ、コンソメ、食塩、こ
しょう

米、じゃがいも、コーンフ
レーク、砂糖、フレンチド
レッシング、押麦、油

ヨーグルト、豚肉、大
豆、生クリーム、ベーコ
ン、ツナ、ゼラチン、牛
乳

牛乳、ビーフン

ご飯☆麦入り、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、クラッカー、押麦、油
牛乳、鶏肉、ヨーグル
ト、ツナ、チーズ、ベー
コン

ブロッコリー、バナナ、たまねぎ、ブ
ルーベリージャム、キャベツ、にんじ
ん、トマト、コーン、いちごジャム、ニ
ンニク

コンソメ、しょうゆ、食
塩、酢、カレー粉、パセ
リ粉、こしょう

しょうゆ、酒、食塩、中
華だし、こしょう

牛乳、コーンウ
インナー蒸しパ
ン

麦茶、ムース

肉みそラーメン、シュウマイ、野
菜炒め、ヨーグルト

中華めん、米、油、砂糖、
片栗粉

牛乳、ヨーグルト、豚
肉、ツナ、しらす干し

たまねぎ、コーン、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、焼のり

だし汁、酒、しょうゆ、
中華だし、食塩

牛乳、おさかな
ごはん

ご飯☆麦入り、マカロニスープ、
ポークビーンズ、白菜とツナのサ
ラダ、みかん

日付 献立 3時おやつ

みかん、はくさい、たまねぎ、オレンジ
ジュース、トマト、オレンジ、キャベ
ツ、にんじん、コーン、ニンニク

麦茶、ケチャップ、酒、
コンソメ、食塩、パセリ
粉、こしょう

ご飯☆麦入り、中華スープ、野菜
たっぷりマーボー、切干大根のね
りごま和え、バナナ

米、ホットケーキ粉、砂
糖、片栗粉、押麦、ねりご
ま、ごま油、はるさめ、小
麦粉

豆腐、合びき肉(牛・
豚)、ソーセージ、卵、牛
乳、米みそ、牛乳

バナナ、なす、にんじん、ピーマン、に
ら、たまねぎ、切り干しだいこん、コー
ン、トウミョウ、ニンニク、しょうが


