
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 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

御飯 オレンジ 牛乳 エネルギー 637 kcal 鶏ごぼう御飯 りんご 牛乳 エネルギー 669 kcal

みそ汁 じゃこトースト たんぱく質 22.4 ｇ みそ汁 ピザトースト たんぱく質 29.2 ｇ

豚肉のみぞれ焼き 脂 質 24.1 ｇ 赤魚の煮つけ 脂 質 14.9 ｇ

根菜の甘辛煮 カルシウム 208 mg かぼちゃのそぼろあんかけ カルシウム 239 mg

カレーうどん 牛乳 エネルギー 709 kcal 黒糖パン アセロラゼリー 牛乳 エネルギー 773 kcal

さんが焼き 肉まん たんぱく質 35.1 ｇ ミネストローネスープ 五平餅 たんぱく質 27.2 ｇ

塩ゆでそら豆 脂 質 25.0 ｇ チキンナゲット 脂 質 28.6 ｇ

白桃缶 カルシウム 292 mg もやしときゅうりのサラダ カルシウム 329 mg

御飯 りんご 牛乳 エネルギー 710 kcal シラス丼（神奈川県） メロン 牛乳 エネルギー 763 kcal

豚汁 豆腐ドーナツ たんぱく質 24.0 ｇ みそ汁 おやつ焼きそば たんぱく質 30.5 ｇ

ピーマンの肉づめ 脂 質 27.5 ｇ 肉じゃが 脂 質 20.7 ｇ

ひじきの煮物 カルシウム 249 mg トマトの和え物 カルシウム 274 mg

コッペパン・ジャム付 バナナ 牛乳 エネルギー 652 kcal 肉みそうどん 白桃ゼリー 牛乳 エネルギー 706 kcal

クラムチャウダー 焼おにぎり たんぱく質 26.9 ｇ 中華スープ スイートポテト たんぱく質 22.4 ｇ

かつおの竜田揚げ 脂 質 18.9 ｇ コーンシュウマイ 脂 質 24.3 ｇ

アスパラとキャベツの和風サラダ カルシウム 228 mg キャベツときゅうりのサラダ カルシウム 242 mg

たけのこ御飯 フルーツポンチ 牛乳 エネルギー 689 kcal 御飯 みかん缶 牛乳 エネルギー 649 kcal

せんべい汁（青森県） 紅芋ちんすこう たんぱく質 20.4 ｇ みそ汁 ポンデケージョ（トマト） たんぱく質 24.4 ｇ

華しゅうまい 脂 質 20.1 ｇ マーボー豆腐 脂 質 22.7 ｇ

なすの煮浸し カルシウム 211 mg キャベツとコーンのサラダ カルシウム 339 mg

エビのトマトクリームスパゲティ マンゴープリン 牛乳 エネルギー 811 kcal 御飯 いちご 牛乳 エネルギー 546 kcal

コンソメスープ そばめし たんぱく質 33.1 ｇ 五目汁 アップルパイ たんぱく質 23.3 ｇ

カジキの香草パン粉焼き 脂 質 29.2 ｇ 白身魚のフライ 脂 質 13.6 ｇ

小松菜と豆苗のサラダ カルシウム 260 mg きゅうりとささみの酢和え カルシウム 223 mg

御飯 パイン缶 牛乳 エネルギー 675 kcal 御飯 パイン缶 牛乳 エネルギー 709 kcal

中華スープ ポンデケージョ（チーズ） たんぱく質 23.2 ｇ すまし汁 ガーリックシュリンプトースト たんぱく質 27.0 ｇ

プルコギ風炒め 脂 質 27.8 ｇ 豚肉と厚揚げの味噌炒め 脂 質 26.8 ｇ

ほうれん草のナムル カルシウム 312 mg なめたけ和え カルシウム 255 mg

たぬきうどん 牛乳 エネルギー 623 kcal 御飯 りんごゼリー 牛乳 エネルギー 636 kcal

肉豆腐 鮭のおにぎり たんぱく質 26.7 ｇ みそ汁 カレービーフン たんぱく質 24.0 ｇ

ポテトサラダ 脂 質 19.9 ｇ 油淋鶏 脂 質 16.6 ｇ

メロン カルシウム 236 mg 華風和え カルシウム 198 mg

御飯 りんご 牛乳 エネルギー 729 kcal 塩ラーメン 牛乳 エネルギー 816 kcal

けんちん汁 アメリカンドッグ たんぱく質 27.9 ｇ 根菜と肉の韓国風煮 みたらし団子 たんぱく質 30.5 ｇ

れんこんのはさみ焼き 脂 質 27.7 ｇ バナナ 脂 質 16.7 ｇ

かぼちゃのサラダ カルシウム 244 mg カルシウム 241 mg

わかめ御飯 ぶどうゼリー 牛乳 エネルギー 599 kcal キッズビビンバ 牛乳 エネルギー 611 kcal

みそ汁 黒糖わらび餅 たんぱく質 24.5 ｇ 打ち豆汁（滋賀県） てりやきトースト たんぱく質 26.8 ｇ

さばのみそ煮 脂 質 16.1 ｇ みかん缶 脂 質 20.9 ｇ

野菜とささみの和え物 カルシウム 226 mg カルシウム 227 mg

しょうゆラーメン 牛乳 エネルギー 774 kcal 蜂蜜パン メロン 牛乳 エネルギー 644 kcal

豆腐しゅうまい 昆布のおにぎり たんぱく質 29.4 ｇ 豆乳スープ お好み焼き風 たんぱく質 29.5 ｇ

小松菜とツナの和え物 脂 質 14.5 ｇ 鮭のピカタ 脂 質 19.7 ｇ

みかん缶 カルシウム 264 mg 枝豆とコーンのツナサラダ カルシウム 246 mg

御飯 バナナ 牛乳 エネルギー 657 kcal トマトカレー 牛乳 エネルギー 696 kcal

みそ汁 さつま芋コロッケ たんぱく質 20.3 ｇ はるさめサラダ 色々クッキー たんぱく質 17.6 ｇ

関東煮（大阪府） 脂 質 18.1 ｇ フルーツゼリー 脂 質 24.0 ｇ

五目きんぴら カルシウム 223 mg カルシウム 192 mg

ほうれん草パン メロン 牛乳 エネルギー 627 kcal さつま芋御飯 りんご 牛乳 エネルギー 724 kcal

かぼちゃのポタージュ 骨太チャーハン たんぱく質 26.5 ｇ みそ汁 カステラ たんぱく質 24.1 ｇ

つくね焼き 脂 質 28.6 ｇ 揚げだし豆腐 脂 質 23.0 ｇ

パスタサラダ カルシウム 251 mg 牛肉と蓮根の炒め物 カルシウム 267 mg

チキンライス いちご 牛乳 エネルギー 817 kcal カルボナーラ風うどん 牛乳 エネルギー 718 kcal

コンソメスープ りんごケーキ たんぱく質 29.5 ｇ かじきの照り焼き 肉巻きおにぎり たんぱく質 34.7 ｇ

ハンバーグ・エビフライ 脂 質 29.4 ｇ 白菜と油揚げのお浸し 脂 質 28.3 ｇ

ほうれん草とコーンの和え物 カルシウム 249 mg マンゴー カルシウム 419 mg

御飯 パイン缶 牛乳 エネルギー 604 kcal

みそ汁 きなこ餅 たんぱく質 24.3 ｇ

あじの南蛮漬け 脂 質 13.5 ｇ

筑前煮 カルシウム 229 mg

あんかけ焼きそば 牛乳 エネルギー 716 kcal エ ネ ル ギ ー 690 ｋｃａｌ 鉄 2.7
春巻き 三色クラッカー たんぱく質 27.9 ｇ た ん ぱ く 質 26.4 ｇ カ ル シ ウ ム 254
スナップえんどう 脂 質 29.6 ｇ 脂　　　質 22.4 ｇ ビ タ ミ ン C 31
カルピスかん カルシウム 239 mg 塩　　　分 3.1 ｇ 食 物 繊 維 4.5

ゆでうどん、七分つき米、砂
糖、オリーブ油、ごま

牛乳、卵、かじき、豚肉(肩ロー
ス)　スライス、粉チーズ、ベー
コン、油揚げ

牛乳、木綿豆腐、卵、牛肉(も
も)、米みそ（淡色辛みそ）、油
揚げ

※仕入れの状況によりメニューが変更することがあります。

日

16 日

ゆで中華めん、春巻きの皮、片
栗粉、油、小麦粉、ごま油、砂
糖

牛乳、豚ひき肉、豚肉(肩ロー
ス)　スライス、カルピス

はくさい、もやし、にんじん、
スナップえんどう、チンゲンサ
イ、トマト、かぼちゃ、みかん
缶、コーン（冷凍）、粉かんて
ん、あおのり

牛乳、あじ、鶏もも肉、米みそ
（淡色辛みそ）、きな粉

15 土

パイン缶、にんじん、たまね
ぎ、チンゲンサイ、れんこん、
たけのこ（ゆで）、ごぼう、い
んげん、カットわかめ

13 木

米、マヨネーズ、スパゲティ、
さといも（冷凍）、小麦粉、片
栗粉、油、ごま、ごま油、砂糖

牛乳、鶏ひき肉、調製豆乳、
卵、しらす干し、ベーコン、ハ
ム、無塩バター、干しえび

たまねぎ、りんご、ほうれんそ
う、いちご、コーン缶、にんじ
ん、しめじ、もやし、キャベ
ツ、セロリ、グリンピース（冷
凍）

28

14

12 水

メロン（緑肉）、たまねぎ、か
ぼちゃ、にんじん、きゅうり、
キャベツ、ねぎ

さつまいも、小麦粉、マヨネー
ズ、油

メロン（緑肉）、たまねぎ、
キャベツ、チンゲンサイ、コー
ン（冷凍）、えのきたけ、えだ
まめ

牛乳、豆乳、さけ、ツナ水煮
缶、卵、干しえび

木

金

七分つき米、小麦粉、砂糖、パ
ン粉、油

牛乳、牛ひき肉、卵、豚ひき
肉、えび、鶏もも肉(皮なし)
小間、無塩バター、豆乳、かつ
お節

七分つき米、さつまいも、砂
糖、強力粉、小麦粉、油、はち
みつ、片栗粉

りんご、れんこん、はくさい、
だいこん、なす、たまねぎ、か
ぼちゃ、にんじん、にんにく

土

牛乳、鶏もも肉(皮なし)　小
間、ハム

七分つき米、白玉粉、じゃがい
も、砂糖、板こんにゃく、片栗
粉、油

はくさい、マンゴー、にんじ
ん、たまねぎ、しめじ

七分つき米、小麦粉、オリーブ
油、砂糖、油、はるさめ、粉
糖、はちみつ、ごま、ごま油

金

七分つき米、さつまいも、ちく
わぶ、板こんにゃく、さとい
も、パン粉、油、小麦粉、砂
糖、ごま油

牛乳、ウインナーソーセージ、
さつま揚げ、米みそ（淡色辛み
そ）、卵、豚ひき肉、ちくわ

バナナ、だいこん、れんこん、
もやし、にんじん、いんげん、
カットわかめ

ホールトマト缶詰、たまねぎ、
トマトジュース缶（食塩無添
加）、トマト、きゅうり、りん
ご、パイン缶、さくらんぼ缶、
キウイフルーツ、粉かんてん、
にんにく

11 火

生中華めん、七分つき米、しゅ
うまいの皮、パン粉、油、砂糖

牛乳、木綿豆腐、焼き豚、ツナ
油漬缶、豚ひき肉、卵、油揚げ

みかん缶、もやし、こまつな、
にら、にんじん、コーン缶、
キャベツ、きゅうり、こんぶ佃
煮、ねぎ、しょうが

バナナ、キャベツ、にんじん、
もやし、れんこん、ねぎ、ごぼ
う、グリンピース（冷凍）

10 月

七分つき米、砂糖、片栗粉、黒
砂糖、ごま油

牛乳、さば、木綿豆腐、鶏ささ
身、米みそ（淡色辛みそ）、き
な粉

ぶどう濃縮果汁、なめこ、もや
し、きゅうり、にんじん、ね
ぎ、粉かんてん、しょうが

水

米、食パン、さといも（冷
凍）、砂糖、マヨネーズ、ご
ま、油、ごま油

牛乳、豚ひき肉、鶏ひき肉、ツ
ナ水煮缶、米みそ（淡色辛み
そ）、油揚げ、大豆（乾）

みかん缶、ほうれんそう、にん
じん、もやし、だいこん、しめ
じ、ねぎ、しょうが、焼きの
り、にんにく

牛乳、鶏もも肉、豚肉(肩ロー
ス)、米みそ（淡色辛みそ）

りんご濃縮果汁、もやし、にん
じん、きゅうり、にら、たまね
ぎ、ねぎ、粉かんてん、カット
わかめ

生中華めん、白玉粉、砂糖、ご
ま油、片栗粉、ごま

牛乳、絹ごし豆腐、豚肉(もも)
スライス、豚肉(肩)、かつお節

9 日

七分つき米、ホットケーキ粉、
油、片栗粉、マヨネーズ、砂
糖、ごま油

牛乳、豚ひき肉、木綿豆腐、
卵、魚肉ソーセージ、鶏もも肉

りんご、かぼちゃ、れんこん、
ねぎ、きゅうり、にんじん、だ
いこん、ごぼう、コーン缶、
しょうが 火

七分つき米、食パン、オリーブ
油、砂糖

牛乳、豚肉(肩ロース)　スライ
ス、バナメイエビ、生揚げ、米
みそ（淡色辛みそ）、無塩バ
ター

ほうれんそう、パイン缶、にん
じん、たけのこ、もやし、チン
ゲンサイ、なめたけ、レモン果
汁、カットわかめ

8 土

ゆでうどん、じゃがいも、七分
つき米、マヨネーズ、砂糖、ご
ま、油

牛乳、木綿豆腐、牛肉(もも)、
ツナ油漬缶、さけ（塩）、かま
ぼこ

メロン（緑肉）、ほうれんそ
う、きゅうり、にんじん、しめ
じ、焼きのり

月

七分つき米、砂糖、じゃがい
も、片栗粉、ビーフン、ごま
油、油

7 金

七分つき米、白玉粉、ごま油、
ごま、はるさめ、油、砂糖

牛乳、牛肉(肩)、ウインナー
ソーセージ、粉チーズ、豚肉(肩
ロース)

もやし、ほうれんそう、パイン
缶、にんじん、たまねぎ、ピー
マン、にら、コーン缶

日

牛乳、木綿豆腐、豚ひき肉、米
みそ（淡色辛みそ）、ウイン
ナーソーセージ、粉チーズ

キャベツ、みかん缶、ねぎ、た
まねぎ、トマト、コーン（冷
凍）、かぼちゃ、チンゲンサ
イ、だいこん、カットわかめ、
しょうが

6 木

スパゲティ、焼きそばめん、七
分つき米、マヨネーズ、砂糖、
ごま油、油、パン粉、オリーブ
油

牛乳、かじき、生クリーム、バ
ナメイエビ、豆乳、豚肉(肩)、
ツナ水煮缶、ゼラチン、粉チー
ズ

ホールトマト缶詰、キャベツ、
マンゴー、こまつな、トウミョ
ウ、にんじん、たまねぎ、グ
リーンアスパラガス、コーン
（冷凍）、セロリ、ピーマン、
にんにく

土
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牛乳、メルルーサ、木綿豆腐、
鶏ささ身、卵、油揚げ

ゆでうどん、さつまいも、砂
糖、片栗粉、マヨネーズ、油、
ごま油

牛乳、豚ひき肉、米みそ（淡色
辛みそ）、ベーコン、バター

たまねぎ、もも缶（白桃）、に
んじん、コーン（冷凍）、キャ
ベツ、チンゲンサイ、きゅう
り、えのきたけ、ピーマン、干
ししいたけ、しょうが、粉かん
てん

5 水

七分つき米、小麦粉、砂糖、
油、しゅうまいの皮、片栗粉、
しらたき、ごま油

牛乳、豚ひき肉、鶏もも肉(皮な
し)　小間、油揚げ

なす、たまねぎ、にんじん、も
も缶（白桃）、みかん缶、たけ
のこ、りんご、パイン缶、しい
たけ、だいこん、キャベツ、ま
いたけ、ねぎ、ごぼう、しょう
が

金

七分つき米、白玉粉、油、片栗
粉、ごま油、砂糖

4 火

コッペパン、米、じゃがいも、
片栗粉、油、ごま油、ごま、砂
糖

牛乳、豆乳、かつお（春）、ツ
ナ油漬缶、あさり水煮缶、かつ
お節

バナナ、キャベツ、たまねぎ、
クリームコーン缶、いちごジャ
ム、にんじん、グリーンアスパ
ラガス、しょうが 木20

アセロラ（果汁１０％飲料）、
もやし、トマトジュース缶、
きゅうり、たまねぎ、キャベ
ツ、トマト、にんじん、セロ
リ、粉かんてん、にんにく

3 月

七分つき米、ホットケーキ粉、
パン粉、油、小麦粉、砂糖、板
こんにゃく、ごま油、グラ
ニュー糖

牛乳、豚ひき肉、牛ひき肉、木
綿豆腐、米みそ（淡色辛み
そ）、豚肉(肩ロース)、卵、油
揚げ

りんご、ピーマン、にんじん、
だいこん、たまねぎ、ごぼう、
さやえんどう、ねぎ、ひじき

水

焼きそばめん、七分つき米、
じゃがいも、しらたき、砂糖、
ごま油、油

牛乳、しらす干し、豚肉(肩ロー
ス)、豚肉(肩)、ツナ水煮缶、米
みそ（淡色辛みそ）

メロン（緑肉）、トマト、きゅ
うり、キャベツ、にんじん、た
まねぎ、もやし、はくさい、さ
やえんどう、えだまめ（冷
凍）、ピーマン

たまねぎ、そらまめ、もも缶
（白桃）、ねぎ、にんじん、た
けのこ

牛乳、あかうお、鶏ひき肉、鶏
もも肉(皮なし)　小間、米みそ
（淡色辛みそ）、とろけるチー
ズ

黒糖パン、七分つき米、ごま、
小麦粉、油、じゃがいも、砂
糖、ごま油

牛乳、鶏ひき肉、卵、ハム、赤
みそ、豚ひき肉

火

七分つき米、食パン、油、板こ
んにゃく、マヨネーズ、砂糖、
ごま油、片栗粉

牛乳、豚肉(肩ロース)　スライ
ス、米みそ（淡色辛みそ）、し
らす干し

オレンジ・ネーブル、れんこ
ん、だいこん、にんじん、ごぼ
う、キャベツ、しめじ、えのき
たけ、あおのり

材料（昼食と午後おやつ）

七分つき米、食パン、砂糖、
油、片栗粉

2 日

1 土

昼食献立名 3時おやつ

ゆでうどん、小麦粉、片栗粉、
砂糖、油、ごま油、パン粉

牛乳、いわし、豚ひき肉、豚肉
(肩ロース)、鶏ひき肉、卵、油
揚げ、米みそ（淡色辛みそ）

日 曜

月

2017年　 4月 　　こ　ん　だ　て　だ　よ　り
材料（昼食と午後おやつ）

　　認定こども園　ＯＵＲＳ

栄　養　価 日

17

18

19

3時おやつ曜 昼食献立名

かぼちゃ、りんご、たまねぎ、
なす、コーン缶、ごぼう、にん
じん、ピーマン、えだまめ（冷
凍）、カットわかめ、しょうが

ｍｇ
ｇ

22

23

24

25

26

27

七分つき米、砂糖、さつまい
も、パン粉、油、小麦粉、春巻
きの皮、ごま油

りんご、いちご、きゅうり、ほ
うれんそう、だいこん、にんじ
ん、切り干しだいこん

（幼児・おやつ含む）

栄　養　価

ｍｇ

(幼児クラス)

29

30

１か月の平均栄養量 ｍｇ


