
2017年04月 献    　  立      　表 引津保育園

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

03 515.0(459.1)

月 13.1(11.9)

15.3(13.2)

2.0(1.7)

04 474.6(420.1)

火 18.9(16.9)

11.2(9.9)

2.0(1.7)

05 463.9(417.7)

水 16.7(15.0)

13.8(11.8)

3.0(2.5)

06 487.2(449.5)

木 21.6(19.2)

12.0(10.0)

2.3(1.9)

07 584.0(507.2)

金 18.2(16.0)

27.5(23.1)

3.2(2.7)

08 250.0(238.9)

土 9.4(9.1)

2.5(2.3)

4.2(3.4)

10 522.8(415.8)

月 23.0(16.9)

14.0(10.3)

2.2(1.4)

11 489.6(449.5)

火 22.5(20.0)

17.6(14.9)

2.1(1.8)

12 494.0(447.8)

水 17.8(15.7)

17.9(15.4)

1.9(1.6)

13 524.9(485.4)

木 17.4(16.3)

16.6(14.0)

2.2(1.9)

14 371.7(327.0)

金 11.0(10.4)

13.8(11.7)

2.2(1.8)

15 314.9(314.5)

土 16.1(14.8)

5.1(5.2)

2.3(2.0)

17 485.9(460.8)

月 22.1(17.6)

15.3(15.8)

2.9(2.1)

18 354.9(322.1)

火 12.8(11.8)

2.6(3.0)

1.8(1.5)

19 476.4(445.0)

水 22.0(19.7)

9.1(8.3)

2.4(2.0)

20 389.1(380.1)

木 16.2(14.8)

10.3(9.2)

1.5(1.3)

21 414.6(375.2)

金 22.8(19.9)

10.7(9.6)

3.0(2.5)

22 401.1(370.2)

土 15.9(14.1)

13.8(11.4)

2.2(1.8)

24 452.2(341.1)

月 16.9(14.3)

11.9(8.5)

2.3(1.8)

25 731.2(642.2)

火 24.0(21.3)

31.5(26.1)

3.5(2.9)

26 457.7(419.1)

水 20.8(18.5)

12.6(10.5)

2.2(1.8)

27 558.0(473.5)

木 25.0(21.5)

12.8(11.0)

6.0(4.9)

28 523.5(494.3)

金 16.0(15.0)

19.9(17.1)

1.8(1.5)

抹茶あずきパ
ウンドケー
キ、スキムミ
ルク

五分米  コロッケ
ｷｬﾍﾞﾂのごまドサラダレ
小松菜のみそ汁
オレンジ

じゃがいも、半つき米、
油、○砂糖、○小麦粉、
小麦粉、パン粉、砂糖

○脱脂粉乳、合ひき肉、
麦みそ、卵、○バター、
○卵、木綿豆腐、◎牛乳
(低脂肪)

たまねぎ、にんじん、こまつ
な、コーン缶、◎バナナ、ト
マト、キャベツ、オレンジ

しょうゆ、煮干だし汁、
ほんだし、塩コショウ、
昆布だし汁

牛乳、とんが
りコーン、バ
ナナ

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

10時おやつ 3時おやつ

キーマカレー
マカロニサラダ
福神漬
オレンジ

半つき米、マカロニ、○
砂糖、マヨネーズ

合ひき肉、○牛乳、卵、
ハム、◎牛乳(低脂肪)

たまねぎ、オレンジ、○もも缶、トマ
ト、○バナナ、きゅうり、にんじん、
○みかん缶、○りんご、福神漬、○か
んてん（粉）、にんにく、○みかん缶
（液汁）、○もも缶（液汁）、◎りん
ご、○レモン果汁

カレールウ、○食塩、塩
コショウ

牛乳、ミック
スベジたべ
る、りんご

フルーツポン
チ、お茶

牛乳、おっ
とっと、バナ
ナ

アップルポテ
トパイ、スキ
ムミルク

五分米
肉じゃが
もやしとニラのごまダレ
パイナップル

じゃがいも、半つき米、
きんぴらこんにゃく、○
小麦粉、砂糖、○砂糖

揚げ豆腐、○脱脂粉乳、
牛肉(もも)、○バター、
○卵、ねりごま、◎牛乳
(低脂肪)

たまねぎ、もやし、パイナッ
プル、にんじん、にら、いん
げん、しょうが、◎オレンジ

しょうゆ、酢、ほんだし 牛乳、動物ビ
スケット、オ
レンジ

木綿豆腐、豚ひき肉、○
脱脂粉乳、○ヨーグルト
(無糖)、麦みそ、鶏ささ
み、○バター、白みそ、
◎牛乳(低脂肪)

たまねぎ、キャベツ、にんじ
ん、きゅうり、○りんご、に
ら、セロリー、○干しぶど
う、干ししいたけ、ひじき、
◎りんご、オレンジ

ケチャップ、しょうゆ、
酢、みりん

牛乳、えび満
月、りんご

スキムシリア
ルクッキー、
スキムミルク

わかめごはん
スペイン風オムレツ
ブロッコリーの和え物
コンソメスープ     苺

半つき米、じゃがいも、
○さつまいも、○砂糖、
砂糖

卵、○脱脂粉乳、ベーコ
ン、バター、○卵、◎牛
乳(低脂肪)

たまねぎ、いちご、トマト、
ブロッコリー、キャベツ、○
りんご、にんじん、しめじ、
コーン缶、ピーマン、◎バナ
ナ

ケチャップ、しょうゆ、
コンソメ、しょうゆ（う
すくち）、食塩

りんごヨーグ
ルト蒸しパ
ン、スキムミ
ルク

五分米  魚のフライ（タ
ルタルソース） サンパ
ンスー  玉ねぎのみそ汁
りんご

半つき米、油、マヨネー
ズ、はるさめ、○マヨ
ネーズ、砂糖、ごま油

卵、○卵、麦みそ、○
ベーコン、ハム、○かつ
お節、牛乳、◎牛乳(低脂
肪)

りんご、きゅうり、○キャベ
ツ、○もやし、たまねぎ、○
あおのり、◎パイナップル、
カットわかめ

○お好みソース、酢、しょう
ゆ（うすくち）、煮干だし
汁、ケチャップ、ほんだし、
塩コショウ、昆布だし汁

牛乳、キャラ
メルコーン、
パイナップル

お好み焼き、
お茶

五分米
マーボー豆腐  　オレン
ジ                  ささ身と
野菜のひじきサラダ

半つき米、○ホットケー
キ粉、○砂糖、マヨネー
ズ、片栗粉、砂糖

白い風船、牛
乳、オレンジ

人参ケーキ、
スキムミルク

具入りうどん
バナナ
お茶

干しうどん 卵、さつま揚げ、かまぼ
こ、◎牛乳(低脂肪)

バナナ、たまねぎ、にんじ
ん、葉ねぎ、干ししいたけ、
◎オレンジ

しょうゆ（うすくち）、
しょうゆ、煮干だし汁、
ほんだし、かつおだし汁

牛乳、えび満
月、オレンジ

鶏もも肉、ヨーグルト(無
糖)、○脱脂粉乳、○バ
ター、卵、ごま、干しえ
び、◎牛乳(低脂肪)

りんご、ほうれんそう、たま
ねぎ、にんじん、しょうが、
黒きくらげ、カットわかめ、
にんにく、◎バナナ

しょうゆ（うすくち）、しょ
うゆ、ケチャップ、オイス
ターソース、鳥がらだし汁、
カレー粉、塩コショウ、パプ
リカ粉

牛乳、バナ
ナ、かっぱえ
びせん

スナックパ
ン、お茶

五分米
筑前煮
ニラとチーズの納豆和え
苺

半つき米、じゃがいも、
板こんにゃく、○ホット
ケーキ粉、○砂糖、○小
麦粉、砂糖、○油

揚げ豆腐、納豆、○脱脂
粉乳、鶏むね肉（皮付
き）、○卵、○バター、
スライスチーズ、◎牛乳
(低脂肪)

だいこん、いちご、○にんじ
ん、にんじん、にら、○りん
ご天然果汁、れんこん、ごぼ
う、いんげん、干ししいた
け、◎オレンジ

しょうゆ、ほんだし

ラスク、ココ
ア

魚のごまダレ丼
キャベツの昆布和え
じゃが芋のみそ汁
バナナ

半つき米、油、○砂糖、
片栗粉、砂糖、じゃがい
も

あかうお、○豆乳、○牛
乳、麦みそ、卵、ごま、
◎牛乳(低脂肪)

バナナ、キャベツ、たまね
ぎ、にんじん、塩こんぶ、◎
りんご

しょうゆ、煮干だし汁、
本みりん、ほんだし、塩
コショウ、昆布だし汁

牛乳、りん
ご、ミックス
ベジたべる

豆乳プリン、
お茶

五分米
タンドリーチキン
野菜のｵｲｽﾀｰﾏﾖサラダ
若布スープ     りんご

半つき米、○フランスパ
ン、○砂糖、マヨネー
ズ、砂糖

ビスコ、牛
乳、オレンジ

うどんかりん
とう、お茶

ゆかり御飯
クリームコーンシチュー
ｷｬﾍﾞﾂとツナのサラダ
オレンジ

じゃがいも、半つき米、
マヨネーズ、○メープル
シロップ、小麦粉

牛乳、○脱脂粉乳、○牛
乳、ツナ油漬缶、ベーコ
ン、○卵、バター、◎牛
乳(低脂肪)

たまねぎ、クリームコーン
缶、キャベツ、にんじん、ブ
ロッコリー、コーン缶、◎バ
ナナ、オレンジ

コンソメ、りんご酢、塩
コショウ

牛乳、小魚
チップ、バナ
ナ

脱脂粉乳、ベーコン、い
か、あさり、◎牛乳(低脂
肪)

バナナ、たまねぎ、トマト、
にんじん、にんにく、◎りん
ご

コンソメ、食塩 牛乳、とんが
りコーン、り
んご

ホットケー
キ、スキムミ
ルク

五分米
肉団子の中華風
チンゲン菜のごま和え

半つき米、○油、○干し
うどん、片栗粉、○小麦
粉、○黒砂糖、砂糖

豚ひき肉、卵、○きな
粉、すりごま、◎牛乳(低
脂肪)

たまねぎ、はくさい、チンゲ
ンサイ、にんじん、コーン
缶、干ししいたけ、◎オレン
ジ

しょうゆ（うすくち）、
しょうゆ、食塩、塩コ
ショウ

プチロール、
お茶

五分米
鶏肉のマーマレード煮
はんぺんサラダ
根菜のみそ汁　りんご

半つき米、○小麦粉、マ
ヨネーズ、○オリーブ油

鶏手羽肉、○脱脂粉乳、
木綿豆腐、麦みそ、はん
ぺん、○ごま、すりご
ま、鶏もも肉、◎牛乳(低
脂肪)

りんご、だいこん、きゅう
り、ブロッコリー、コーン
缶、にんじん、ごぼう、○た
まねぎ、○にんじん、たまね
ぎ、○ほうれんそう、◎バナ
ナ

しょうゆ、煮干だし汁、
しょうゆ（うすくち）、
○食塩、ほんだし、塩コ
ショウ、昆布だし汁

牛乳、プチ
クッキー、バ
ナナ

野菜クラッ
カー、スキム
ミルク

シーフードスパゲティー
バナナ
スキムミルク

スパゲティ、オリーブ油

牛乳、セサミ
ハーベスト、
りんご

フレンチトー
スト、スキム
ミルク

五分米、揚げしんじょ、
千切りイリチ、麩とえの
きの澄まし汁、りんご

半つき米、○白玉粉、片
栗粉、焼ふ、砂糖、油

白身魚すり身、○つぶし
あん（砂糖添加）、豚肉
(肩)、卵、かまぼこ、◎
牛乳(低脂肪)

たまねぎ、りんご、えのきた
け、にんじん、ごぼう、切り
干しだいこん、葉ねぎ、しょ
うが、ほそめこんぶ（煮物
用）、カットわかめ、◎オレ
ンジ

しょうゆ（うすくち）、
しょうゆ、本みりん、煮
干だし汁、食塩、ほんだ
し

牛乳、動物ビ
スケット、オ
レンジ

鶏もも肉（皮付き）、
卵、○米みそ（甘み
そ）、ツナ油漬缶、○す
りごま、◎牛乳(低脂肪)

ブロッコリー、えのきたけ、
コーン缶、葉ねぎ、干ししい
たけ、にんにく、◎バナナ、
オレンジ

しょうゆ（うすくち）、しょ
うゆ、酒、○しょうゆ、本み
りん、煮干だし汁、ほんだ
し、○本みりん、塩コショウ

牛乳、白い風
船、バナナ

梅ヶ枝もち、
お茶

麦ご飯、野菜のオイス
ターソース炒め、切干大
根の中華和え、豆腐と玉
葱のみそ汁、バナナ

半つき米、○食パン、○
砂糖、砂糖、押麦、○粉
糖、ごま油

牛肉(もも)、○卵、○脱
脂粉乳、○牛乳、卵、麦
みそ、かにかまぼこ、木
綿豆腐、◎牛乳(低脂
肪)、牛肉(ばら)

バナナ、たまねぎ、きゅう
り、にんじん、グリーンアス
パラガス、切り干しだいこ
ん、カットわかめ、◎りん
ご、しめじ、キャベツ、えの
きたけ

酢、オイスターソース、
しょうゆ、酒、煮干だし
汁、ほんだし、塩コショ
ウ、昆布だし汁

焼きおにぎ
り、お茶

五分米、魚の煮つけと野
菜の煮物、きゅうりとち
くわの酢の物、なめこの
みそ汁、苺

半つき米、じゃがいも、
○強力粉、砂糖、○マヨ
ネーズ、○砂糖

あかうお、○鶏むね肉
（皮付き）、麦みそ、○
ピザ用チーズ、ちくわ、
○バター、ごま、木綿豆
腐、◎牛乳(低脂肪)

きゅうり、いちご、だいこ
ん、なめこ、○たまねぎ、○
しめじ、○コーン缶、にんに
く、しょうが、カットわか
め、○焼きのり、ねぎ、◎オ
レンジ

しょうゆ、酢、○しょうゆ、○本みり
ん、しょうゆ（うすくち）、本みり
ん、煮干だし汁、酒、○ドライイース
ト、○食塩、ほんだし、○塩コショ
ウ、昆布だし汁

牛乳、キャラ
メルコーン、
オレンジ

照り焼きピ
ザ、お茶

五分米、鶏肉の照り焼
き、ブロッコリーのマヨ
サラダ、オレンジ、かき
玉汁

半つき米、○半つき米、
砂糖、片栗粉、小麦粉、
○砂糖、○ごま油、マヨ
ネーズ

牛乳、かっぱ
えびせん、オ
レンジ

きな粉団子、
お茶

マカロニグラタン
バナナ
お茶

ロールパン、マカロニ、
小麦粉、パン粉

牛乳、鶏もも肉、バ
ター、ピザ用チーズ、◎
牛乳(低脂肪)

バナナ、たまねぎ、しめじ、
ブロッコリー、◎りんご

コンソメ、食塩 牛乳、りん
ご、えび満月

鶏もも肉（皮付き）、○ヨー
グルト(無糖)、○脱脂粉乳、
○牛乳、カルピス、ベーコ
ン、卵、魚肉ソーセージ、○
生クリーム、○ゼラチン、○
バター、バター、◎牛乳(低
脂肪)

オレンジ濃縮果汁、たまねぎ、トマ
ト、キャベツ、きゅうり、トマト
ジュース缶、コーン缶、にんじん、○
ブルーベリージャム、にんにく、しょ
うが、かんてん（粉）、◎バナナ、ス
ナップえんどう

コンソメ、しょうゆ、塩
コショウ

牛乳、動物ビ
スケット、バ
ナナ

プチロール、
お茶

五分米　オレンジ
豚肉のしょうが焼き
キャベツとｶﾆｶﾏの和え物
きのこのみそ汁

半つき米、○白玉粉、○
団子粉、マヨネーズ、○
黒砂糖、砂糖、○マカロ
ニ

豚肉(もも)、かにかまぼ
こ、麦みそ、○きな粉、
◎牛乳(低脂肪)

たまねぎ、キャベツ、にんじ
ん、いんげん、コーン缶、
しょうが、しめじ、オレン
ジ、◎オレンジ、えのきたけ

しょうゆ、本みりん、
酒、煮干だし汁、ほんだ
し、塩コショウ、昆布だ
し汁

ヨーグルト
ケーキ、スキ
ムミルク

麦ご飯　豆腐団子の甘酢
煮
五色和え
春雨スープ
パイナップル

半つき米、○サンドイッ
チパン、○マヨネーズ、
○じゃがいも、はるさ
め、砂糖、片栗粉、押
麦、油

木綿豆腐、鶏ひき肉、○
脱脂粉乳、卵、○卵、○
ツナ油漬缶、脱脂粉乳、
◎牛乳(低脂肪)

たまねぎ、にんじん、パイ
ナップル、だいこん、きゅう
り、にら、○きゅうり、ひじ
き、しょうが、黒きくらげ、
◎りんご

昆布だし汁、鳥がらだし
汁、しょうゆ、酢、しょ
うゆ（うすくち）、食
塩、○塩コショウ

プチエビ、牛
乳、りんご

二色サンド
イッチ、スキ
ムミルク

コーンライス　鶏肉のか
ら揚げ　ポテトサラダ
ペイザンヌスープ
スナップえんどう
カルピス寒天
オレンジジュース

じゃがいも、半つき米、
油、スパゲティ、片栗
粉、○砂糖、マヨネーズ

中華おこわ、
お茶

五分米　魚のマヨネーズ
焼き　ひじきの炒り煮
若布のみそ汁
りんご

○もち米、半つき米、マ
ヨネーズ、きんぴらこん
にゃく、○砂糖、砂糖、
パン粉、○ごま油

あじ、○豚肉(もも)、麦
みそ、天ぷら、すりご
ま、木綿豆腐、◎牛乳(低
脂肪)

りんご、たまねぎ、カットわ
かめ、にんじん、しめじ、○
にんじん、コーン缶、ひじ
き、○干ししいたけ、◎パイ
ナップル

○しょうゆ、しょうゆ、
○酒、煮干だし汁、ほん
だし、本みりん、酒、○
食塩、塩コショウ、昆布
だし汁

牛乳、ビス
コ、パイナッ
プル




