
新松戸ゆいのひ保育園

エネルギー

たんぱく質

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
　脂質／塩分
 (  )は未満児

624.4(563.8)

4 19.8(19.0)

（月） 24.4(23.1)

2.5(2.1)

459.1(431.6)

5 19.4(18.7)

（火） 12.8(13.9)

2.1(1.7)

546.6(501.6)

6 23.6(22.0)

（水） 13.1(14.1)

1.9(1.6)

530.9(489.1)

7 20.6(19.6)

（木） 14.0(14.8)

2.0(1.7)

526.4(485.5)

8 20.5(19.6)

（金） 20.0(19.7)

2.2(1.9)

483.7(451.3)

12 21.6(20.5)

（火） 15.8(16.3)

2.6(2.2)

555.3(508.6)

13 23.3(21.8)

（水） 17.2(17.4)

1.7(1.5)

542.7(498.5)

14 17.4(17.1)

（木） 18.8(18.7)

2.2(1.9)

662.7(594.5)

15 24.1(22.5)

（金） 25.7(24.2)

1.7(1.5)

580.0(528.3)

18 22.9(21.5)

（月） 22.6(21.7)

2.0(1.7)

528.6(487.2)

19 17.4(17.1)

（火） 19.5(19.3)

2.1(1.8)

571.9(521.8)

20 21.3(20.2)

（水） 17.3(17.5)

1.8(1.5)

697.2(622.1)

21 24.5(22.8)

（木） 24.8(23.5)

2.2(1.9)

495.9(461.1)

22 19.4(18.7)

（金） 15.9(16.4)

1.6(1.4)

510.5(472.7)

25 22.0(20.7)

（月） 14.9(15.6)

1.8(1.5)

629.7(568.0)

26 19.4(18.7)

（火） 22.0(21.3)

1.9(1.6)

632.3(570.2)

27 22.3(21.0)

（水） 21.2(20.6)

1.5(1.3)

627.7(566.5)

28 24.3(22.6)

（木） 25.0(23.6)

2.5(2.1)

600.9(545.1)

29 19.1(18.4)

（金） 14.7(15.4)

2.0(1.7)

エネルギー 558（499）

給与栄養目標量 たんぱく質 18.1（16.2）

脂質 17.4（15.5）

塩分 2.0（1.7）

エネルギー 569(519）

平均給与所要量 たんぱく質 21.2(20.1)

脂質 18.9(18.8)

塩分 2.0(1.7)

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

3時おやつ

牛乳、フレンチフライ

食パン、ささみフリット
かぼちゃのチーズ焼き
フレンチサラダ
もやしときのこのスープ

牛乳

食パン、○米、上新粉、油、
コーングリッツ、油、○ごま
油、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、鶏ささ身、
豆乳、○しらす干し、粉チー
ズ、○かつお節

かぼちゃ、もやし、キャベ
ツ、しめじ、ねぎ、○ねぎ、
きゅうり、干しぶどう、パセ
リ、にんにく、

酒、食塩、りんご酢、○しょ
うゆ、洋風スープ

牛乳、じゃこねぎおにぎり

ツナと豆のカレーライス
切干わかめサラダ
コーンスープ
野菜果物ジュース

牛乳

○じゃがいも、米、○油、油 ○牛乳、◎牛乳、ツナ、豆
乳、ゆで大豆、ひよこまめ
（ゆで）、ほたて貝柱

野菜ジュース、たまねぎ、ク
リームコーン缶、にんじん、
切り干しだいこん、コーン、
わかめ、にんにく、しょう
が、○あおのり

カレールウ、しょうゆ、りん
ご酢、食塩、洋風スープ、○
食塩

牛乳、ミルククッキー

ごはん
鶏肉とキャベツのみそ炒め
ポテトのオーブン焼き
中華スープ

牛乳

米、じゃがいも、○米、油、
てんさい糖、油、ごま油

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、○
卵、ベーコン、みそ

キャベツ、たまねぎ、ピーマ
ン、チンゲンサイ、えのきた
け、○七草セット、ねぎ、に
んじん、赤パプリカピーマ
ン、にんにく、しょうが

酒、しょうゆ、食塩、中華
スープ、○酒、○中華スー
プ、○食塩 牛乳、卵いり七草がゆ

麦ごはん
かれいのきのこあんかけ
ごぼうのみそ煮
小松菜納豆和え
わかめみそ汁、みかん

牛乳

米、○小麦粉、小麦粉、○バ
ター、押麦、○粉糖、てんさ
い糖、片栗粉、油

○牛乳、◎牛乳、カレイ、納
豆、○脱脂粉乳、みそ、○卵

みかん、はくさい、ごぼう、
たまねぎ、こまつな、ねぎ、
にんじん、しいたけ、えのき
たけ、万能ねぎ、わかめ、
しょうが、こんぶ、あおのり

しょうゆ、本みりん、酒、食
塩

牛乳、ココアシリアルバー

ロールパン
にらたま
中華サラダ
豆乳と野菜のスープ、みかん

牛乳

ロールパン、○てんさい糖、
○餃子の皮、○マヨネーズ、
てんさい糖、ごま油、油

◎牛乳、卵、豆乳、豆腐、○
あずき、鶏肉、○チーズ、○
しらす干し

みかん、キャベツ、たまね
ぎ、もやし、ブロッコリー、
にら、にんじん、きゅうり、
セロリ

ケチャップ、しょうゆ、食
塩、洋風スープ、りんご酢、
○食塩 おしるこ、しらすせんべい

けんちんうどん
豆腐のふんわり揚げ
カップヨーグルト 牛乳

うどん、○コーンフレーク、
片栗粉、油、○バター、てん
さい糖

○牛乳、◎牛乳、ヨーグル
ト、豆腐、豚肉、鶏肉、油揚
げ

だいこん、にんじん、たまね
ぎ、れんこん、ねぎ、ごぼ
う、万能ねぎ、

しょうゆ、食塩、酒

牛乳、きな粉ラスク

ハヤシライス
れんこんチップ
ツナサラダ
春雨白菜のスープ

牛乳

米、○ほし芋、○ポップコー
ン、油、はるさめ、油、○
油、ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚肉、ツナ たまねぎ、キャベツ、れんこ
ん、カットトマト缶、ほうれ
んそう、はくさい、しめじ、
にんじん

ハヤシルウ、しょうゆ、食
塩、りんご酢、洋風スープ、
○食塩 牛乳、ポップコーンと干し芋

五目鶏飯
鮭の西京漬け
小松菜の磯和え
金時まめ煮
きのこのすまし汁

牛乳

米、○食パン、てんさい糖、
○バター、○てんさい糖、油

○牛乳、◎牛乳、さけ、金時
豆、鶏肉、油揚げ、みそ、○
きな粉

こまつな、しめじ、えのきた
け、ねぎ、にんじん、ごぼ
う、グリンピース、干ししい
たけ、きざみのり

しょうゆ、本みりん、酒、食
塩

牛乳、チヂミ

手作りふりかけごはん
厚揚げのカレー煮
ブロッコリー米粉フリッター
切干大根のみそ汁、みかん

牛乳

米、○ロールパン、油、米
粉、片栗粉、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、生揚げ、豚
肉、○ウインナーソーセー
ジ、みそ、豆乳、煮干し粉

みかん、ブロッコリー、たま
ねぎ、にんじん、たけのこ、
こまつな、○キャベツ、ね
ぎ、えのきたけ、切り干しだ
いこん、ごま、あおのり

○ケチャップ、しょうゆ、食
塩、カレー粉

牛乳、ホットドック

ごはん  、チキンカツ
かぼちゃのごま和え
大根サラダ
きゃべつのみそ汁
紫の野菜ゼリー

牛乳

米、小麦粉、油、てんさい
糖、○小麦粉、マヨネーズ、
パン粉、○ごま油、○油

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、○豚
肉、ツナ、○卵、みそ、ゼラ
チン

野菜ジュース、だいこん、か
ぼちゃ、にんじん、キャベ
ツ、たまねぎ、○ねぎ、○に
んじん、○にら、きゅうり、
ごま、えのきたけ、レモン果
汁

中濃ソース、ケチャップ、
酒、○しょうゆ、しょうゆ、
○りんご酢、本みりん、○中
華スープ、食塩

オレンジジュース
いちごヨーグルト

麦ごはん
鶏肉のバーベキューソース
人参のシリシリー
にら納豆和え、大根のみそ汁

牛乳

○さつまいも、米、○てんさ
い糖、押麦、小麦粉、○バ
ター、てんさい糖、油

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、納
豆、○脱脂粉乳、みそ、ツナ

だいこん、にんじん、はくさ
い、りんご、ねぎ、たまね
ぎ、しらたき、にら、レモン
果汁、パセリ、わかめ、しょ
うが、あおのり

しょうゆ、酒、食塩

牛乳、カカオボール

ぶどうパン
ツナマカロニグラタン
小松菜のサラダ
トマトの卵スープ、バナナ

牛乳

ぶどうパン、マカロニ、小麦
粉、バター、マヨネーズ、片
栗粉、パン粉

◎牛乳、○ヨーグルト、牛
乳、ツナ、卵、ベーコン、
チーズ

○オレンジ濃縮果汁、バナ
ナ、たまねぎ、こまつな、ト
マト、もやし、○いちごジャ
ム、レタス、しめじ、コー
ン、ごま、パセリ

洋風スープ、しょうゆ、食塩

牛乳、菜飯おにぎり

ごはん
かれいのいそべ揚げ
大根とあげの煮物
キャベツの昆布和え
お麩のみそ汁

牛乳

米、○小麦粉、○バター、○
てんさい糖、油、小麦粉、て
んさい糖、片栗粉、小町ふ、
ごま油

○牛乳、◎牛乳、カレイ、○
卵、みそ、油揚げ

だいこん、キャベツ、たまね
ぎ、にんじん、えのきたけ、
こまつな、きゅうり、塩こん
ぶ、あおのり、しょうが、〇
ねぎ、〇ほうれんそう、〇し
いたけ、〇にんじん

しょうゆ、酒、食塩

牛乳、ゆいのひ手打ちうどん

スパゲッティーミートソース
ごぼうサラダ
ほうれん草のり和え
さといもの豆乳スープ
りんご

牛乳

スパゲティ、○米、さとい
も、マヨネーズ、小麦粉、
油、オリーブ油

○牛乳、◎牛乳、豆乳、豚
肉、ベーコン

たまねぎ、りんご、ごぼう、
ほうれんそう、カットトマト
缶、にんじん、ピーマン、
きゅうり、ごま、コーン、○
焼きのり、きざみのり

ケチャップ、しょうゆ、洋風
スープ、食塩

牛乳、ポンケージョ

ロールパン、コロッケ
トマトとブロッコリー
きゃべつとマカロニのスープ
みかん

牛乳

ロールパン、じゃがいも、○
米、○もち米、小麦粉、パン
粉、油、マヨネーズ、マカロ
ニ、○てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉、牛
肉、○きな粉

みかん、たまねぎ、ブロッコ
リー、トマト、キャベツ、に
んじん

ケチャップ、中濃ソース、食
塩、洋風スープ、○食塩

牛乳、おはぎ

親子どんぶり
キャベツのもりもりサラダ
田作り風いりこ
大根となめこのみそ汁

牛乳

米、○白玉粉、油、○油、て
んさい糖、片栗粉、水あめ

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、卵、
○粉チーズ、みそ、いりこ

たまねぎ、キャベツ、だいこ
ん、りんご、なめこ、ねぎ、
こまつな、にんじん、さやえ
んどう、干しぶどう、セロ
リ、ごま、こんぶ

しょうゆ、りんご酢、食塩、
○食塩

牛乳、メロンパントースト

きのこごはん
鶏肉と豆腐のつくね
じゃが芋サラダ
かきたま汁

牛乳

米、じゃがいも、○ビーフ
ン、油、マヨネーズ、パン
粉、片栗粉、てんさい糖、○
油

○牛乳、◎牛乳、豆腐、鶏
肉、卵、○豚肉、油揚げ、ハ
ム、豆乳

たまねぎ、○もやし、○にん
じん、にんじん、○にら、○
たまねぎ、しめじ、えのきた
け、こまつな、ねぎ、しいた
け、きゅうり、○にんにく、
しょうが

しょうゆ、○酒、りんご酢、
食塩、酒、○中華スープ、○
食塩、○カレー粉 牛乳、カレービーフン

ごはん
鮭のちゃんちゃん焼き
なすの揚げ煮
鶏ごぼう汁、バナナ

牛乳

米、○食パン、じゃがいも、
○小麦粉、油、○てんさい
糖、○バター、バター、○グ
ラニュー糖、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、さけ、鶏
肉、みそ、○卵、みそ、

バナナ、なす、キャベツ、だ
いこん、にんじん、ごぼう、
しめじ、こまつな、ねぎ

酒、本みりん、しょうゆ、食
塩

　　　江戸時代には”人日の節供”となりました。

※3歳未満は午前中に牛乳を提供します。　※献立の内容が変更する場合があります。　

※事前に献立を確認し、給食で初めて口にするものがないようにお願いします。

牛乳、チキンライスおにぎり

【七草がゆ】（人日の節供）
　　　　1月7日に春の七草（せり、なずな、ごぎょう、はこべら、すずな、すずしろ、ほとけのざ）を入れた七草がゆで邪気を祓います。

　　　人日（じんじつ）の日とは文字通り“人の日"という意味で、古代中国では元旦は鶏、2日は犬、3日は猪、4日は羊、5日は牛、

　　　6日は馬、7日は人の日としてそれぞれの吉凶を占い大切に扱いました。7日は人に刑罰を与えず、7種類の若菜を入れた粥を食べ

　　　無病息災・立身出世を願う風習が日本に伝来し、日本古来の風習“若草摘み”と結びついて平安時代には宮中行事となり、

麦ごはん
じゃこのかき揚げ
里芋の煮っころがし
ほうれん草のお浸し
豆腐のみそ汁、りんご

牛乳

米、○米、さといも、小麦
粉、油、押麦、てんさい糖、
○油

○牛乳、◎牛乳、豆腐、しら
す干し、○鶏肉、みそ、油揚
げ

りんご、ほうれんそう、たま
ねぎ、ねぎ、○たまねぎ、に
んじん、えのきたけ、○にん
じん、○コーン、あおのり

かつおだし汁、○ケチャッ
プ、しょうゆ、酒、○食塩


