
2021年07月
献    　  立      　表

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

577.6(526.4)

1 20.6(19.6)

(木) 22.4(21.6)

2.3(1.9)

520.3(480.6)

2 15.8(15.8)

(金) 13.6(14.5)

1.4(1.2)

595.0(540.3)

5 22.3(21.0)

(月) 21.2(20.6)

2.0(1.7)

625.9(565.1)

6 21.2(20.2)

(火) 20.3(19.9)

2.5(2.1)

514.5(475.9)

7 22.9(21.5)

(水) 11.3(12.7)

1.7(1.5)

433.8(411.3)

8 18.9(18.3)

(木) 15.0(15.6)

1.8(1.6)

567.3(518.1)

9 19.5(18.7)

(金) 14.8(15.5)

2.4(2.0)

543.5(499.1)

12 19.2(18.5)

(月) 19.6(19.4)

1.7(1.4)

527.1(486.0)

13 21.8(20.6)

(火) 17.2(17.4)

2.1(1.8)

650.7(584.9)

14 19.9(19.1)

(水) 25.2(23.8)

2.4(2.0)

563.2(514.9)

15 19.2(18.5)

(木) 19.2(19.0)

1.8(1.5)

512.7(474.5)

16 17.5(17.1)

(金) 12.6(13.7)

1.8(1.5)

580.6(528.8)

19 19.5(18.8)

(月) 20.8(20.3)

1.6(1.4)

507.9(470.6)

20 20.5(19.6)

(火) 15.7(16.2)

2.3(2.0)

593.1(538.8)

21 22.7(21.4)

(水) 22.1(21.4)

1.8(1.5)

479.2(447.7)

26 21.6(20.5)

(月) 10.1(11.7)

1.8(1.5)

504.0(467.5)

27 19.3(18.6)

(火) 14.6(15.3)

2.5(2.1)

559.1(511.6)

28 18.9(18.3)

(水) 16.8(17.1)

1.3(1.1)

568.2(518.9)

29 19.3(18.6)

(木) 22.4(21.6)

1.9(1.6)

541.1(497.2)

30 17.8(17.4)

(金) 17.2(17.4)

2.1(1.7)

エネルギー 550（462）

給与栄養目標量 たんぱく質 17.9（15.0）

脂質 17.1（14.4）

塩分 2.0（1.7）

エネルギー 548（503）

平均給与所要量 たんぱく質 19.9（19.1）

脂質 17.6（17.7）

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、プチマドレーヌ

カレーピラフ
フレンチサラダ
ほうれん草とわかめのスープ
ヨーグルト ソースがけ

牛乳

米、○マカロニ、○てん
さい糖、○黒砂糖、砂
糖、油、ごま油、コーン
スターチ

○牛乳、◎牛乳、ヨーグ
ルト、豚肉、○きな粉

キャベツ、みかんジュー
ス、みかん缶、パイン缶、
ほうれんそう、たまねぎ、
にんじん、ねぎ、コーン、
きゅうり、干しぶどう、グ
リンピース、わかめ

食塩、りんご酢、
中華スープ、ブイ
ヨン、カレー粉、
○食塩

牛乳、マカロニきなこ
（黒蜜ソース）

炊き込みご飯（ツナ）
松風焼き
フレンチフライ
きゅうりの華風サラダ
すまし汁

牛乳

米、じゃがいも、○小麦
粉、○バター、○てんさ
い糖、油、パン粉、てん
さい糖、ごま油、片栗粉

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、
ツナ、○卵、ハム、みそ

もやし、きゅうり、にんじ
ん、ねぎ、えのきたけ、ご
ぼう、干ししいたけ、ひじ
き、ごま、わかめ、、あお
のり

しょうゆ、みり
ん、りんご酢、
酒、食塩

牛乳、ホットケーキ・ココア

【☆七夕メニュー】
ジャージャー麺
カレー春巻き
おくらスープ
すいか

牛乳

焼きそばめん、春巻きの
皮、油、○砂糖、はるさ
め、○てんさい糖、てん
さい糖、片栗粉、ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚肉、
○カルピス、ツナ、み
そ、○ゼラチン

すいか、にんじん、○野菜
生活　紫の野菜、黄色の野
菜、たまねぎ、たけのこ、
もやし、オクラ、○みかん
缶、にら、コーン、きゅう
り、干ししいたけ、わかめ

しょうゆ、酒、中
華だし、食塩、カ
レー粉

牛乳、カルピスゼリー

菜めし
鮭のチーズパン粉焼き
なすの揚げ煮
いんげんのごま和え
豆腐みそ汁

牛乳

米、○ホットケーキ粉、
○メープルシロップ、パ
ン粉、油、オリーブ油、
てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、さけ、
豆腐、○豆乳、みそ、油
揚げ、粉チーズ、かつお
節

なす、いんげん、だいこ
ん、にんじん、ごま、にん
にく

しょうゆ、酒、食
塩

牛乳、しらすご飯おにぎり

食パン
鶏のトマトソースかけ
切干わかめツナサラダ
きゃべつとマカロニのスープ
バナナ

牛乳

食パン、○さつまいも、
○ぎょうざの皮、○油、
マカロニ、○てんさい
糖、油、○バター、てん
さい糖

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、
ツナ

バナナ、たまねぎ、こまつ
な、ホールトマト、キャベ
ツ、にんじん、切り干しだ
いこん、わかめ、にんにく

ケチャップ、しょ
うゆ、食塩、りん
ご酢、洋風スープ

牛乳、スイートポテトパイ

ごはん
かじきとごぼうの煮つけ
スナップえんどう炒め
にら納豆和え
冬瓜のみそ汁

牛乳

米、○米、てんさい糖、
油

○牛乳、◎牛乳、めかじ
き、納豆、○しらす、み
そ

ブロッコリー、とうがん、
もやし、はくさい、ごぼ
う、スナップえんどう、ね
ぎ、にら、しょうが、○あ
おのり、あおのり

しょうゆ、酒、○
しょうゆ、食塩

りんごジュース
きな粉ラスク

ごはん
チンジャオロース
かぼちゃのごま和え
なすのみそ汁

牛乳

米、○ホットケーキ粉、
○油、○てんさい糖、
油、てんさい糖、片栗粉

○牛乳、◎牛乳、豚肉、
○ウインナー、みそ、油
揚げ

かぼちゃ、たけのこ、にん
じん、たまねぎ、ピーマ
ン、なす、しらたき、ご
ま、しょうが、にんにく

しょうゆ、○ケ
チャップ、酒、み
りん、中華スー
プ、食塩 牛乳、ミニアメリカンドック

ごはん
麻婆どうふ
春雨サラダ
中華スープ
カップヨーグルト

牛乳

米、○食パン、はるさ
め、ごま油、○バター、
○てんさい糖、てんさい
糖、片栗粉

◎牛乳、ヨーグルト、豆
腐、豚肉、ハム、みそ、
○きな粉

○りんごジュース、にんじ
ん、たまねぎ、きゅうり、
チンゲンサイ、えのきた
け、ねぎ、たけのこ、に
ら、干ししいたけ、しょう
が、にんにく

しょうゆ、りんご
酢、食塩、中華
スープ

牛乳、切干ごはんおにぎり

ハヤシライス
ごぼうサラダ
むらくも汁
紫の野菜ゼリー

牛乳

米、○バター、○小町
ふ、マヨネーズ、○てん
さい糖、てんさい糖、片
栗粉、油

◎牛乳、豚肉、豆腐、
卵、ゼラチン

○オレンジジュース、たま
ねぎ、野菜生活　紫の野
菜、ごぼう、カットトマ
ト、にんじん、チンゲンサ
イ、しめじ、きゅうり、ご
ま、コーン

ハヤシルウ、しょ
うゆ、食塩

オレンジジュース
お麩ラスク

ロールパン
かれいの甘酢あんかけ
花菜のカレーマリネ
トマト
じゃが芋のスープ

牛乳

ロールパン、○米、じゃ
がいも、油、片栗粉、ご
ま油、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、からす
がれい、○油揚げ

ブロッコリー、トマト、た
まねぎ、キャベツ、にんじ
ん、カリフラワー、○にん
じん、コーン、○切り干し
だいこん、にんにく、しょ
うが、

しょうゆ、酒、り
んご酢、食塩、○
しょうゆ、○みり
ん、洋風スープ、
○酒、カレー粉

牛乳、米粉のココアケーキ

ごはん
じゃがいものそぼろ煮
小松菜納豆和え
わかめみそ汁
なし

牛乳

米、じゃがいも、○食パ
ン、油、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、納豆、
豚肉、みそ

なし、たまねぎ、はくさ
い、にんじん、こまつな、
ねぎ、しらたき、グリン
ピース、○いちごジャム、
干ししいたけ、わかめ、あ
おのり

しょうゆ、酒

牛乳、ジャムサンド（苺）

麦ごはん
厚揚げのカレー煮
きゅうりの変わり漬け
大根となめこのみそ汁
オレンジ

牛乳

米、○米粉、○てんさい
糖、○油、押麦、油、て
んさい糖、片栗粉、ごま
油

○牛乳、◎牛乳、生揚
げ、鶏肉、○豆乳、みそ

オレンジ、きゅうり、だい
こん、こまつな、なめこ、
たまねぎ、にんじん、ね
ぎ、たけのこ

しょうゆ、○りん
ご酢、食塩、りん
ご酢、○食塩、カ
レー粉

牛乳、フルーツポンチ

食パン
鶏肉のマーマレード焼き
パンプキンサラダ
コーンスープ

牛乳

食パン、○米、マヨネー
ズ、片栗粉、油、てんさ
い糖、ごま油

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、
ハム、○ツナ

かぼちゃ、クリームコーン
缶、たまねぎ、にんじん、
○たまねぎ、○にんじん、
コーン、マーマレード、干
しぶどう

○ケチャップ、
しょうゆ、食塩、
○酒、○洋風スー
プ、洋風スープ、
○食塩

牛乳、ピラフおにぎり

夕焼けごはん
さばの南蛮漬け
マカロニサラダ
トマト
わかめのすまし汁

牛乳

米、マカロニ、マヨネー
ズ、片栗粉、油、○グラ
ニュー糖、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、さば、
ツナ、○ゼラチン

○みかんジュース、○バナ
ナ、にんじん、○みかん
缶、○パイン缶、トマト、
きゅうり、コーン、ねぎ、
えのきたけ、パセリ、しょ
うが、わかめ、

しょうゆ、りんご
酢、酒、みりん、
食塩

牛乳、
ジャムサンド（りんご）

手作りふりかけごはん
鶏の生姜焼き
キャベツの昆布和え
とうもろこし
切干大根のみそ汁

牛乳

米、○ペンネ、ごま油 ○牛乳、◎牛乳、鶏肉、
○ハム、みそ、煮干し粉

とうもろこし、キャベツ、
たまねぎ、○たまねぎ、な
す、にんじん、こまつな、
○ピーマン、しょうが、切
り干しだいこん、ごま、ご
ま、塩こんぶ、あおのり

○ケチャップ、
しょうゆ、みり
ん、酒、○中濃
ソース、食塩 牛乳、ペンネナポリタン

スパゲッティーミートソース
キャベツのもりもりサラダ
豆腐スープ（にら）
メロン

牛乳

スパゲティ、○食パン、
油、小麦粉、○バター、
オリーブ油

○牛乳、◎牛乳、豚肉、
豆腐

メロン、たまねぎ、キャベ
ツ、カットトマト缶、にん
じん、りんご、ピーマン、
○りんごジャム、にら、さ
やえんどう、干しぶどう、
セロリ

ケチャップ、りん
ご酢、食塩、中華
だし、しょうゆ

野菜果物ジュース、
そぼろおにぎり

ごはん
白身魚のステーキ
小松菜の磯和え
もやしのみそ汁
バナナ

牛乳

米、○小麦粉、○バ
ター、片栗粉、油、○て
んさい糖、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、からす
がれい、○豆乳、みそ

バナナ、こまつな、たまね
ぎ、もやし、○パセリ、き
ざみのり

しょうゆ、りんご
酢、パプリカ粉

牛乳、グリーンスコーン

ぶどうぱん
豆腐ハンバーグ
スパサラダ
もやしときのこのスープ
オレンジ

牛乳

ぶどうパン、〇精白米、
パン粉、スパゲティ、マ
ヨネーズ、油、○油、片
栗粉、○てんさい糖

◎牛乳、豆腐、豚肉、豆
乳、○鶏肉、ハム

○野菜ジュース、オレン
ジ、もやし、たまねぎ、し
めじ、キャベツ、しいた
け、えのきたけ、ねぎ、
きゅうり、にんじん、コー
ン、

ケチャップ、しょ
うゆ、みりん、○
しょうゆ、食塩、
○酒、洋風スー
プ、○食塩

※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。

【夏を元気に過ごすために水分補給をこまめにしましょう】
梅雨が明ければ、気温も高くなり本格的な暑さがやってきます。夏バテをしないように暑さに負けないからだをつくりましょう！！
水分補給のポイント★のどが渇いてなくてもこまめな水分補給を！★冷たいものはゆっくりと！★清涼飲料水の飲みすぎに注意！
★飲み物だけでなく今が旬の野菜（きゅうり、なす、トマト、すいかなど）も水分をたくさん含んでいるので、
食事からも水分を上手にとると良いと思います。

※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。　

牛乳、コーンチーズトースト

ゆかりごはん
魚のすり身満点揚げ
中華サラダ
トマト
麺入りすまし汁

牛乳

米、○じゃがいも、さつ
まいも、○片栗粉、油、
○油、片栗粉、干しうど
ん、○てんさい糖、てん
さい糖、ごま油

○牛乳、◎牛乳、白身魚
すり身、豆腐、みそ

キャベツ、トマト、もや
し、ねぎ、えのきたけ、こ
まつな、きゅうり、しょう
が

みりん、しょう
ゆ、酒、○みり
ん、○しょうゆ、
食塩、りんご酢、
○食塩

牛乳、いももち（みたらし）

タコライス
小松菜のサラダ
きゃべつとわかめのスープ
なし

牛乳

米、○食パン、○マヨ
ネーズ、マヨネーズ、油

○牛乳、◎牛乳、豚肉、
ベーコン、○チーズ

なし、ホールトマト缶詰、
たまねぎ、こまつな、もや
し、○コーン、きゅうり、
キャベツ、赤パプリカピー
マン、ねぎ、コーン、ご
ま、わかめ

中濃ソース、ケ
チャップ、ワイン
（白）、しょう
ゆ、食塩


