
日 曜

エネルギー
(kcal)

脂　肪
(g)

鉄
(mg)

ビタミンＢ1
(mg)

ビタミンＢ2
(mg)

食塩相当量
(g)

489 14.4 1.6 0.30 0.35 1

500 16 2.3 0.25 0.3 1.2

※1　昼食及びおやつで食事摂取基準量の50%を給与する(昼食：1日全体の概ね1/3　おやつ：1日全体の10～20%)

※2　質(n-6系脂肪酸、n-3系脂肪酸)にも配慮する

3.10

炭水化物ｴﾈﾙｷﾞｰ比(%)
 50　　　　　%

たんぱく質ｴﾈﾙｷﾞｰ比(%)
 18　　　　　%

脂肪ｴﾈﾙｷﾞｰ比(%)※2
 32　　　　　%

目安：50%以上、65%未満 目安：13%以上、20%未満 目標：20%以上、30%未満

保育所(園)における
食事摂取基準(※1) 5

今月の平均
食事摂取量

18.5 208 155 22 3.8

区分
たんぱく質

(g)
カルシウム

(mg)

ビタミンＡ
(ﾚﾁﾉｰﾙ当量:
RE)(μg)

ビタミンＣ
(mg)

食物繊維
(g)

25 18225 200

たまねぎ・きゅうり・りんご・セロ
リー・にんじん・キャベツ

ポテトコロッケ 牛乳

チキンサラダ せんべい

野菜の千切りスープ

15 木

バターロール 牛乳（10時） 普通牛乳・鶏卵・ぶたひき
肉・若鶏むね・ベーコン

強力粉・三温糖・無塩バター・
じゃがいも・薄力粉・パン粉・
あられ

しょうが・ゆでキャベツ・えのきた
け

白身魚の煮魚 牛乳
キャベツと厚揚げの醤油和え ホットケーキ

豆腐とえのきのすまし汁

14 水

ごはん 牛乳（10時） 普通牛乳・すけとうだら・生
揚げ・木綿豆腐・かつお節・
鶏卵

精白米・三温糖・ごま油・ホッ
トケーキミックス・調合油・無
塩バター

にんにく・たまねぎ・セロリー・に
んじん・生しいたけ・トマトホール
缶詰・白桃缶・みかん缶詰・パイン
アップル缶詰・コーン缶詰粒・トマ
トケチャプ

フルーツミックス 牛乳

中華風コーンスープ ピザトースト
13 火

スパゲティーミートソース 牛乳（10時） 普通牛乳・ぶたもも・鶏ひき
肉・鶏卵・パルメザンチーズ

マカロニ・スパゲティ・薄力
粉・食パン

長ねぎ・にんじん・乾しいたけ・ブ
ロッコリー・トマト・乾ひじき・り
んごマーボー豆腐 牛乳

ブロッコリーのサラダ りんごのパンケーキ

かき玉汁

12 月

ごはん 牛乳（10時） 普通牛乳・絹ごし豆腐・ぶた
ひき肉・ロースハム・鶏卵・
豆みそ

精白米・片栗粉・三温糖・薄力
粉

にんじん・たまねぎ・ほんしめじ・
えのきたけ・マッシュルーム・白桃
缶・みかん缶詰フルーツのヨーグルトかけ 麦茶

せんべい
10 土

和風スパゲティー 麦茶（10時） ベーコン・プレーンヨーグル
ト

マカロニ・スパゲティ・三温
糖・あられ

たまねぎ・マッシュルーム・コーン
缶詰粒・さやいんげん・にんじん・
だいこん・ごぼう・にんじん魚のマヨネーズ焼き 牛乳

いんげんのごまあえ ビスケット

けんちん汁

9 金

ごはん 牛乳（10時） 普通牛乳・すけとうだら・絹
ごし豆腐・油揚げ・かつお
節・豆みそ

精白米・じゃがいも・マヨネー
ズ・いりごま・三温糖・冷凍さ
といも・生いも板こんにゃく・
ごま油・強力粉・無塩バター

たまねぎ・トマトケチャプ・きゅう
り・トマト・にんじん・長ねぎ・ほ
うれんそうチーズハンバーグ 牛乳

きゅうりのサラダ せんべい

はるさめスープ

8 木

食パン 牛乳（10時） 普通牛乳・ぶたひき肉・鶏ひ
き肉・鶏卵

食パン・パン粉・マヨネーズ・
コーンミール・はるさめ・あら
れ

たまねぎ・青ピーマン・マッシュ
ルーム水煮缶・トマトケチャプ・
きゅうり・にんじん・ほうれんそ
う・セロリー

オムレツ 牛乳

ポテトサラダ ビスケット

野菜スープ

7 水

チキンライス 牛乳（10時） 普通牛乳・若鶏もも・ロース
ハム・鶏卵

精白米・調合油・じゃがいも・
マヨネーズ・強力粉・三温糖・
無塩バター

ほうれんそう・生わかめ・にんじ
ん・たまねぎ・みかん缶詰

シュウマイ 牛乳

みかん バームクーヘン
6 火

五目うどん 牛乳（10時） 普通牛乳・しばえび・ぶたも
も・ぶたひき肉・鶏卵

ゆでうどん・ごま油・片栗粉・
しゅうまいの皮・薄力粉・無塩
バター

たまねぎ・グリーンピース・トマ
ト・きゅうり・カットわかめ・キャ
ベツトマトサラダ 牛乳

油揚げときゃべつのみそ汁 カステラ
5 月

親子丼 牛乳（10時） 普通牛乳・鶏卵・若鶏もも・
油揚げ・かつお節・甘みそ

精白米・三温糖・ホットケーキ
ミックス

たまねぎ・ほうれんそう・りんご

リンゴ 麦茶

チーズ せんべい
3 土

肉うどん 麦茶（10時） 若鶏もも・かつお節・プロセ
スチーズ

うどん・あられ

1 木

バターロール 牛乳（10時） 普通牛乳・鶏卵・ぶたひき
肉・若鶏むね・ベーコン

強力粉・三温糖・無塩バター・
じゃがいも・薄力粉・パン粉・
あられ

しょうが・にんにく・たまねぎ・に
んじん・きゅうり・セロリー・レモ
ン・カットわかめハムのマリネ 牛乳

わかめスープ クッキー
2 金

カレーライス 牛乳（10時） 普通牛乳・ぶたもも・ロース
ハム・鶏卵

精白米・じゃがいも・薄力粉・
三温糖・無塩バター
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たまねぎ・きゅうり・りんご・セロ
リー・にんじん・キャベツ

ポテトコロッケ 牛乳

チキンサラダ せんべい

野菜の千切りスープ



日 曜

仕入れの都合により献立の変更があります。変更の有無は展示給食・ブログでご確認下さい。

サラダに使用しているドレッシングは卵を使用してます。

＊アレルギー児にはアレルギー物質除去食を提供しています。

しょうが・にんにく・たまねぎ・に
んじん・きゅうり・セロリー・レモ
ン・カットわかめハムのマリネ 牛乳

わかめスープ クッキー
30 金

カレーライス 牛乳（10時） 普通牛乳・ぶたもも・ロース
ハム・鶏卵

精白米・じゃがいも・薄力粉・
三温糖・無塩バター

しょうが・ゆでキャベツ・えのきた
け・あおのり

白身魚の煮魚 牛乳
キャベツと厚揚げの醤油和え フライドポテト

豆腐とえのきのすまし汁

28 水

ごはん 牛乳（10時） 普通牛乳・すけとうだら・生
揚げ・木綿豆腐・かつお節

精白米・三温糖・ごま油・じゃ
がいも・調合油

にんにく・たまねぎ・セロリー・に
んじん・生しいたけ・トマトホール
缶詰・白桃缶・みかん缶詰・パイン
アップル缶詰・コーン缶詰粒・トマ
トケチャプ

フルーツミックス 牛乳

中華風コーンスープ ピザトースト
27 火

スパゲティーミートソース 牛乳（10時） 普通牛乳・ぶたもも・鶏ひき
肉・鶏卵・パルメザンチーズ

マカロニ・スパゲティ・薄力
粉・食パン

長ねぎ・にんじん・乾しいたけ・ブ
ロッコリー・トマト・乾ひじき・り
んごマーボー豆腐 牛乳

ブロッコリーのサラダ りんごのパンケーキ

かき玉汁

26 月

ごはん 牛乳（10時） 普通牛乳・絹ごし豆腐・ぶた
ひき肉・ロースハム・鶏卵・
豆みそ

精白米・片栗粉・三温糖・薄力
粉

にんじん・たまねぎ・ほんしめじ・
えのきたけ・マッシュルーム・白桃
缶・みかん缶詰フルーツのヨーグルトかけ 麦茶

せんべい
24 土

和風スパゲティー 麦茶（10時） ベーコン・プレーンヨーグル
ト

マカロニ・スパゲティ・三温
糖・あられ

たまねぎ・マッシュルーム・コーン
缶詰粒・さやいんげん・にんじん・
だいこん・ごぼう・にんじん魚のマヨネーズ焼き 牛乳

いんげんのごまあえ ビスケット

けんちん汁

23 金

ごはん 牛乳（10時） 普通牛乳・すけとうだら・絹
ごし豆腐・油揚げ・かつお
節・豆みそ

精白米・じゃがいも・マヨネー
ズ・いりごま・三温糖・冷凍さ
といも・生いも板こんにゃく・
ごま油・強力粉・無塩バター

たまねぎ・トマトケチャプ・きゅう
り・トマト・にんじん・長ねぎ・ほ
うれんそうチーズハンバーグ 牛乳

きゅうりのサラダ せんべい

はるさめスープ

22 木

食パン 牛乳（10時） 普通牛乳・ぶたひき肉・鶏ひ
き肉・鶏卵

食パン・パン粉・マヨネーズ・
コーンミール・はるさめ・あら
れ

たまねぎ・青ピーマン・マッシュ
ルーム水煮缶・トマトケチャプ・
きゅうり・にんじん・ほうれんそ
う・セロリー

オムレツ 牛乳

ポテトサラダ ビスケット

野菜スープ

21 水

チキンライス 牛乳（10時） 普通牛乳・若鶏もも・ロース
ハム・鶏卵

精白米・調合油・じゃがいも・
マヨネーズ・強力粉・三温糖・
無塩バター

ほうれんそう・生わかめ・にんじ
ん・たまねぎ・みかん缶詰

シュウマイ 牛乳

みかん バームクーヘン
20 火

五目うどん 牛乳（10時） 普通牛乳・しばえび・ぶたも
も・ぶたひき肉・鶏卵

ゆでうどん・ごま油・片栗粉・
しゅうまいの皮・薄力粉・無塩
バター

たまねぎ・グリーンピース・トマ
ト・きゅうり・カットわかめ・キャ
ベツトマトサラダ 牛乳

油揚げときゃべつのみそ汁 カステラ
19 月

親子丼 牛乳（10時） 普通牛乳・鶏卵・若鶏もも・
油揚げ・かつお節・甘みそ

精白米・三温糖・ホットケーキ
ミックス

たまねぎ・ほうれんそう・りんご

リンゴ 麦茶

チーズ せんべい
17 土

肉うどん 麦茶（10時） 若鶏もも・かつお節・プロセ
スチーズ

うどん・あられ

しょうが・にんにく・たまねぎ・に
んじん・きゅうり・セロリー・レモ
ン・カットわかめハムのマリネ 牛乳

わかめスープ クッキー
16 金

カレーライス 牛乳（10時） 普通牛乳・ぶたもも・ロース
ハム・鶏卵

精白米・じゃがいも・薄力粉・
三温糖・無塩バター
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