
2022年12月 幼児食

10時おやつ
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 その他食品 3時おやつ

カレーうどん  飲み物 お菓子 エネルギー 454 kcal エネルギー 534 kcal

ブロッコリーとささみのサラダ 牛乳 たんぱく質 19.1 ｇ たんぱく質 23.1 ｇ

ヨーグルト 肉味噌おにぎり 脂 質 13.1 ｇ 脂 質 15.4 ｇ

カルシウム 221 mg カルシウム 231 mg

ごはん  飲み物 お菓子 エネルギー 500 kcal エネルギー 593 kcal

ぶりの照り焼き 牛乳 たんぱく質 18.5 ｇ たんぱく質 22.3 ｇ

ひじきの五目煮 マドレーヌ(卵なし) 脂 質 21.1 ｇ 脂 質 25.4 ｇ

みそ汁（白菜・さつまいも） カルシウム 230 mg カルシウム 243 mg

オレンジ

チンジャオロース丼  飲み物 お菓子 エネルギー 469 kcal エネルギー 554 kcal

かぼちゃのサラダ 牛乳 たんぱく質 15.4 ｇ たんぱく質 18.5 ｇ

小松菜のスープ 野菜もち 脂 質 14.5 ｇ 脂 質 17.1 ｇ

バナナ カルシウム 185 mg カルシウム 186 mg

ごはん  飲み物 お菓子 エネルギー 462 kcal エネルギー 545 kcal

鶏肉の生姜焼き 牛乳 たんぱく質 19.5 ｇ たんぱく質 23.6 ｇ

ピーマンのツナ和え おからクッキー（卵なし） 脂 質 16.0 ｇ 脂 質 19.0 ｇ

みそ汁（チンゲン菜・油揚げ） カルシウム 232 mg カルシウム 245 mg

オレンジ

ごはん  飲み物 お菓子 エネルギー 555 kcal エネルギー 680 kcal

魚のフライ 牛乳 たんぱく質 20.3 ｇ たんぱく質 24.6 ｇ

切干ナポリタン りんごのホットケーキ 脂 質 18.5 ｇ 脂 質 22.1 ｇ

さつま汁 カルシウム 246 mg カルシウム 263 mg

マスカットゼリー

食パン  飲み物 お菓子 エネルギー 502 kcal エネルギー 594 kcal

クリームシチュー 牛乳 たんぱく質 17.9 ｇ たんぱく質 21.6 ｇ

フレンチサラダ ひじき炒飯 脂 質 16.0 ｇ 脂 質 19.0 ｇ

りんご カルシウム 244 mg カルシウム 260 mg

納豆ごはん  飲み物 お菓子 エネルギー 428 kcal エネルギー 502 kcal

おでん 牛乳 たんぱく質 15.7 ｇ たんぱく質 18.8 ｇ

トマトとしめじのマリネ 野菜チップス 脂 質 14.4 ｇ 脂 質 16.9 ｇ

カップヨーグルト カルシウム 293 mg カルシウム 320 mg

ごはん  飲み物 お菓子 エネルギー 406 kcal エネルギー 475 kcal

オムレツのミートソースがけ 牛乳 たんぱく質 14.9 ｇ たんぱく質 17.8 ｇ

ブロッコリーポテト オレンジゼリー 脂 質 12.8 ｇ 脂 質 15.0 ｇ

野菜スープ カルシウム 189 mg カルシウム 191 mg

みかん

ごはん  飲み物 お菓子 エネルギー 482 kcal エネルギー 570 kcal

豚肉の香味焼き 牛乳 たんぱく質 19.5 ｇ たんぱく質 23.6 ｇ

バンサンスー チーズスティックパン 脂 質 15.7 ｇ 脂 質 18.6 ｇ

みそ汁（かぶ・厚揚げ） カルシウム 235 mg カルシウム 248 mg

バナナ

高野豆腐の親子丼  飲み物 お菓子 エネルギー 505 kcal エネルギー 598 kcal

チンゲン菜のソテー 牛乳 たんぱく質 20.4 ｇ たんぱく質 24.7 ｇ

みそ汁（キャベツ・じゃがいも） カレー蒸しパン 脂 質 17.0 ｇ 脂 質 20.2 ｇ

オレンジ カルシウム 277 mg カルシウム 301 mg

ごはん  飲み物 お菓子 エネルギー 430 kcal エネルギー 487 kcal

豚だいこん 牛乳 たんぱく質 15.8 ｇ たんぱく質 17.2 ｇ

キャベツの胡麻和え 茶巾しぼり 脂 質 8.6 ｇ 脂 質 9.3 ｇ

すまし汁（わかめ・ちくわ） カルシウム 279 mg カルシウム 221 mg

ピーチゼリー

ごはん  飲み物 お菓子 エネルギー 456 kcal エネルギー 537 kcal

鶏つくね（卵なし） 牛乳 たんぱく質 19.8 ｇ たんぱく質 23.9 ｇ

ごぼうサラダ ココアプリン 脂 質 16.9 ｇ 脂 質 20.0 ｇ

みそ汁（豆腐・小松菜） カルシウム 277 mg カルシウム 301 mg

りんご

雪だるまドライカレー エネルギー 567 kcal エネルギー 676 kcal

ブロッコリーとツナのサラダ お誕生日会ケーキ たんぱく質 17.1 ｇ たんぱく質 20.6 ｇ

アルファベットマカロニ入りスープ 牛乳 脂 質 20.7 ｇ 脂 質 24.8 ｇ

マスカットゼリー カルシウム 240 mg カルシウム 254 mg

納豆ごはん  飲み物 お菓子 エネルギー 461 kcal エネルギー 532 kcal

おでん 乳酸飲料 たんぱく質 17.5 ｇ たんぱく質 20.2 ｇ

トマトとしめじのマリネ かぼちゃ団子 脂 質 11.0 ｇ 脂 質 12.8 ｇ

カップヨーグルト カルシウム 431 mg カルシウム 444 mg

ケチャップライス  飲み物 お菓子 エネルギー 640 kcal エネルギー 766 kcal

ミートローフ 牛乳 たんぱく質 20.6 ｇ たんぱく質 24.9 ｇ

ツリー風ポテトサラダ クリスマスケーキ 脂 質 26.1 ｇ 脂 質 31.5 ｇ

コンソメジュリアン カルシウム 287 mg カルシウム 313 mg

みかん

※食べていない食材がある場合は給食提供日までに、何回かご自宅で試して下さい。 アレルギーが出た場合は速やかに担当保育士までにご連絡下さい。 

※都合により献立・食材を変更することがあります。

23日(金)

20日(火)

米、小麦粉、砂糖、油、マヨ
ドレ、アルファベットマカロ
ニ、あわせるゼリー（マス
カット）

牛乳、豚ひき肉、牛乳、ヨー
グルト(無糖)、ツナ油漬缶、
生クリーム

トマト水煮、たまねぎ、にん
じん、もも缶、ブロッコリー、
キャベツ、コーン、グリン
ピース

ベーキングパウダー、ケ
チャップ、ウスターソース、
食塩、コンソメ、カレー粉、
こしょう

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、酢、みりん、食塩、パセ
リ粉

米、じゃがいも、小麦粉、パ
ン粉、砂糖、油、マヨドレ

牛乳、木綿豆腐、豚ひき
肉、牛乳、生クリーム、ハ
ム、ピザ用チーズ、スキムミ
ルク

みかん、にんじん、コーン、
たまねぎ、いんげん、キャ
ベツ、グリンピース、いちご
ジャム

9日(金)

10日(土)
24日(土)

12日(月)
26日(月)

13日(火)
27日(火)

14日(水)
28日(水)

22日(木)

米、ホットケーキミックス、さ
つまいも、油、砂糖

日／曜

1日(木)
15日(木)

2日(金)
16日(金)

3日(土)
17日(土)

5日(月)
19日(月)

6日(火)

7日(水)
21日(水)

8日(木)

栄　養　価
未満児 以上児

牛乳、ぶり、牛乳、みそ、高
野豆腐

オレンジ、はくさい、にんじ
ん、いんげん、ひじき

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、みりん

米、米粉、じゃがいも、砂
糖、マヨドレ、油、片栗粉、
ごま油

ケチャップ、ベーキングパウ
ダー、酢、食塩、コンソメ、コ
コア、こしょう

米、糸こんにゃく、油、砂
糖、片栗粉

ジョアマスカット、ヨーグル
ト、厚揚げ、挽きわり納豆、
ちくわ、ツナ油漬缶、スキム
ミルク、無塩バター

かぼちゃ、トマト、だいこん、
にんじん、しめじ、あおのり

献　　立　　名
材料名（昼食・3時おやつ）

米、干しうどん、マヨドレ、砂
糖、片栗粉、ごま油

牛乳、ヨーグルト(無糖)、豚
小間、豚ひき肉、鶏ささ身、
みそ、スキムミルク

ブロッコリー、にんじん、だ
いこん、コーン、ねぎ、ブ
ルーベリージャム

かつお・昆布だし汁、みり
ん、しょうゆ、食塩、カレー
粉

牛乳、豚小間、調製豆乳、
ベーコン、きな粉

かぼちゃ、バナナ、にんじ
ん、こまつな、ピーマン、た
まねぎ、グリンピース

酒、しょうゆ、食塩、酢、コン
ソメ、こしょう

米、小麦粉、砂糖、油、白
ごま

牛乳、鶏もも肉（皮なし）、
牛乳、おからパウダー、ツ
ナ油漬缶、みそ、油揚げ

キャベツ、オレンジ、チンゲ
ンサイ、ピーマン、にんじん

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、酢、みりん、しょうが

米、小麦粉、あわせるゼ
リー（マスカット）、さつまい
も、油、砂糖、パン粉

牛乳、かじき、牛乳、鶏ひき
肉、みそ、高野豆腐

りんご、だいこん、にんじ
ん、たまねぎ、ごぼう、切り
干しだいこん、グリンピース

かつお・昆布だし汁、ケ
チャップ、ベーキングパウ
ダー、中濃ソース、食塩、こ
しょう

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、酢、みりん、食塩、しょ
うが、おろしにんにく

食パン、米、じゃがいも、小
麦粉、油

牛乳、鶏もも肉（皮なし）、
無塩バター、スキムミルク、
しらす干し

りんご、キャベツ、たまね
ぎ、にんじん、みかん缶、
きゅうり、コーン、ひじき

酢、食塩、しょうゆ、コンソ
メ、こしょう

米、じゃがいも、糸こんにゃ
く、油、砂糖

牛乳、ヨーグルト、厚揚げ、
挽きわり納豆、ちくわ、ツナ
油漬缶

トマト、れんこん、だいこん、
にんじん、しめじ、あおのり

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、酢、みりん、食塩、パセ
リ粉

牛乳、豚小間、ちくわ、みそ だいこん、キャベツ、にんじ
ん、りんご、いんげん、カッ
トわかめ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、みりん、食塩

米、じゃがいも、砂糖、油、
小麦粉

牛乳、卵、牛乳、豚ひき肉、
ウインナー

オレンジジュース、みかん、
たまねぎ、ブロッコリー、
コーン、にんじん、かんてん
（粉）

ケチャップ、コンソメ、食塩

米、ホットケーキミックス、
はるさめ、砂糖、小麦粉、ご
ま油、油、白ごま

牛乳、豚小間、厚揚げ、無
塩バター、牛乳、ハム、み
そ、粉チーズ

バナナ、かぶ、きゅうり、ね
ぎ、にんじん

献　　　立　　　表

米、砂糖、パン粉、マヨド
レ、白ごま、油

牛乳、牛乳、鶏ひき肉、絹
ごし豆腐、みそ、スキムミル
ク、ゼラチン

りんご、ごぼう、きゅうり、に
んじん、ねぎ、こまつな

かつお・昆布だし汁、ココ
ア、しょうゆ、みりん、食塩、
こしょう

米、小麦粉、じゃがいも、砂
糖、油

牛乳、卵、鶏もも肉（皮な
し）、牛乳、豚ひき肉、高野
豆腐、ツナ油漬缶、みそ

チンゲンサイ、たまねぎ、オ
レンジ、にんじん、コーン、
キャベツ、グリンピース

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、ベーキングパウダー、
鶏ガラスープ、食塩、カレー
粉、こしょう

さつまいも、米、あわせるゼ
リー（ピーチ）、砂糖、糸こ
んにゃく、白ごま、小麦粉、
油


