
様式F101 2019年6月 献    　  立      　表 千歳認定こども園(一般)

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

563.6(432.6)

19.3(14.0)

18.1(12.3)

1.6(1.4)

581.4(461.2)

24.2(17.7)

15.8(10.4)

1.9(1.4)

603.4(462.8)

23.5(17.2)

21.7(15.1)

2.7(2.2)

573.5(460.4)

25.1(18.9)

20.1(14.4)

1.6(1.3)

611.8(502.8)

28.4(21.3)

20.4(16.8)

1.6(1.2)

720.3(573.9)

28.3(21.6)

26.5(19.2)

2.6(2.2)

515.5(411.9)

19.6(14.5)

16.9(11.3)

1.6(1.4)

542.9(447.8)

23.2(17.2)

15.7(13.0)

1.7(1.4)

674.2(466.0)

25.9(18.0)

21.1(9.8)

1.8(1.4)

561.2(428.9)

25.0(18.4)

18.4(12.5)

2.0(1.6)

568.6(481.5)

23.5(17.1)

16.3(12.1)

1.5(1.1)

579.7(462.2)

23.3(17.2)

17.2(11.6)

1.6(1.2)

570.9(455.4)

15.6(11.2)

21.1(14.7)

1.5(1.4)

595.2(458.9)

23.1(17.0)

19.7(13.5)

2.1(1.7)

576.2(488.4)

23.6(17.7)

20.0(16.5)

1.8(1.4)

712.9(534.4)

30.9(22.6)

19.9(13.5)

4.1(3.2)

395.4(391.8)

19.5(18.0)

11.1(11.2)

1.7(1.6)

562.0(463.1)

22.9(16.8)

19.7(16.1)

2.3(1.8)

621.3(479.4)

23.7(17.5)

19.2(13.2)

2.1(1.7)

536.4(409.9)

23.2(17.0)

12.1(7.5)

1.8(1.5)

628.7(485.7)

20.2(14.7)

21.5(15.4)

2.2(1.8)

548.4(452.3)

20.3(14.8)

14.3(11.9)

2.7(2.2)

539.6(422.7)

23.8(19.0)

14.9(10.1)

2.1(1.8)

576.0(447.7)

22.5(16.5)

19.4(13.3)

1.8(1.5)

489.7(390.3)

24.4(18.3)

12.3(7.7)

2.6(2.2)

1275(925)

52(37)

35(25)

4.3(3.3)
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せんべい、牛
乳

ゆかり御飯、味噌汁（小松
菜・麩）、五目卵焼き、グ
リーンポテト、トマト添
え、小玉すいか

米、じゃがいも、○小麦
粉、麦、○片栗粉、麩、
○白玉粉、○砂糖、○ご
ま油、砂糖、○ごま

1日の摂取目標量

給食とおやつを食べた場合、３～５歳児では1日の栄養量の４８％を園でとることになります。
0～2歳児（3歳未満児）では1日の栄養量の５０％を園でとることになります。

内容は変更になる場合がございます。

29

土

肉うどん、さつま芋の甘
煮、果物（バナナ）

うどん、さつまいも、砂
糖

○牛乳、鶏肉、かまぼ
こ、油揚げ、かつお節

バナナ、ほうれん草、ね
ぎ、にんじん、ごぼう、
椎茸

しょうゆ、酒 麦茶、せんべ
い

麦ごはん、中華風コーン
スープ、鶏のから揚げ、ミ
ニトマト添え、きゅうりの
酢の物、果物（バナナ）

○じゃがいも、米、麦、
片栗粉、油、砂糖

○牛乳、鶏肉、豆腐、
卵、鶏むね肉、ささかま
ぼこ

バナナ、きゅうり、ミニ
トマト、とうもろこし、
玉ねぎ、にんじん、とう
もろこし、わかめ、ね
ぎ、しょうが

酢、しょうゆ、鶏ガラだ
し、○食塩、食塩、酒、
和風だし

チヂミ、牛乳

麦茶、せんべ
い

じゃがふか
し、牛乳

○牛乳、卵、○豚肉、鶏
肉、みそ、煮干し

小玉すいか、ミニトマ
ト、小松菜、○にら、○
ねぎ、○にんじん、にん
じん、ねぎ、椎茸、青の
り

○しょうゆ、○酢、酒、
しょうゆ、食塩

麦茶、せんべ
い

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時おやつ行事

マーボー丼、味噌汁（じゃ
が・わかめ）、磯あえ、果
物（バナナ）

米、じゃがいも、麦、砂
糖、片栗粉、ごま油

○牛乳、豆腐、豚肉、み
そ、煮干し

バナナ、ほうれん草、も
やし、にんじん、玉ね
ぎ、ねぎ、ニンニク、
しょうが、のり、椎茸、
わかめ

しょうゆ、酒 麦茶、せんべ
い

クッキー、牛
乳

麦茶、せんべ
い

ゆかりわかめ
おにぎり、牛
乳

ごはん、味噌汁（ふのり・
豆腐）、鮭のムニエル、グ
リーンポテト添え、ひじき
の煮物、果物（バナナ）

米、じゃがいも、○ホッ
トケーキ粉、小麦粉、○
バター、バター、砂糖

○牛乳、鮭、豆腐、み
そ、さつま揚げ、煮干
し、鮭

バナナ、こんにゃく、に
んじん、ひじき、ねぎ、
ふのり、青のり、◎かぼ
ちゃ

しょうゆ、酒、食塩、み
りん、こしょう

麦茶、蒸しか
ぼちゃ

○牛乳、卵、納豆、豚
肉、豆腐、みそ、ベーコ
ン、ハム、油揚げ、かつ
お節

パイナップル、もやし、ミニトマト、玉

ねぎ、○みかん、山菜ミックス、ほうれ

ん草、○いちご、○バナナ、にんじん、

こんにゃく、なめこ、きゅうり、ねぎ、

グリンピース、バナナ

ケチャップ、しょうゆ、
食塩、こしょう

麦茶、クラッ
カー

スコーン、牛
乳

サラダうどん、小女子と青
大豆の炒り煮、野菜ジュー
ス100

うどん、○米、砂糖、
油、ごま、ごま油、片栗
粉

○牛乳、豚肉、青大豆、
小女子

野菜ジュース、トマト、
もやし、きゅうり、ね
ぎ、しょうが

しょうゆ、酢、鶏ガラだ
し、食塩

杏仁フルー
ツ、牛乳

ごはん、味噌汁（キャベ
ツ・えのき）、魚と生揚げ
の炊き合わせ、切干し大根
のサラダ、果物（バナナ）

米、○砂糖、砂糖、ご
ま、ごま油

○牛乳、赤魚、○ヨーグ
ルト、厚揚げ、○生ク
リーム、みそ、竹輪、○
ゼラチン、煮干し、赤魚

バナナ、にんじん、キャ
ベツ、きゅうり、えのき
茸、○レモン、切干大
根、もやし、さやいんげ
ん、わかめ、しょうが

しょうゆ、酢、酒、みり
ん

麦茶、クッ
キー

ヨーグルトバ
バロア、牛乳

ごはん、山菜汁、スクラン
ブルエッグ、トマト添え、
納豆サラダ、果物（パイ
ナップル未バナナ）

米、じゃがいも、バ
ター、油、砂糖

麦茶、せんべ
い

せんべい、牛
乳

ごはん、角切り野菜のスー
プ、ハンバーグ、ブロッコ
リー添え、洋風きんぴら、
果物（バナナ）

米、○パン、じゃがい
も、○マヨネーズ、砂
糖、パン粉、○砂糖、○
油、油、ごま

○牛乳、豚肉、牛肉、○
ひき肉、卵、ベーコン、
大豆、牛乳

バナナ、玉ねぎ、キャベツ、ブ
ロッコリー、にんじん、ごぼう、
つきこんにゃく、れんこん、○レ
タス、○玉ねぎ、ピーマン、セロ
リ、パセリ、○しょうが

ケチャップ、しょうゆ、
ソース、○しょうゆ、○
みりん、コンソメ、酒、
食塩、こしょう

麦茶、せんべ
い

○牛乳、鶏肉、卵、○豆
乳、みそ、煮干し

玉ねぎ、メロン、キャベ
ツ、こんにゃく、ほうれ
ん草、にんじん、ごぼ
う、さやえんどう、椎
茸、わかめ

しょうゆ、酒 麦茶、クッ
キー

照り焼きロー
ルパン、牛乳

ごはん、すまし汁（小松菜・
えのき）、豚肉のしょうが焼
き、トマトキャベツ添え、か
ぼちゃ煮、果物（バナナ）

米、砂糖、油 ○牛乳、豚肉、かつお節 バナナ、かぼちゃ、キャ
ベツ、ミニトマト、小松
菜、えのき茸、にんじ
ん、しょうが

しょうゆ、酒、食塩

さつまいも豆
乳蒸しパン、
牛乳

ごはん、味噌汁（豆腐・わか
め）、さばの塩焼き（未たら）、
磯あえ添え、卵入りマカロニサラ
ダ、果物（バナナ）

米、○米、マカロニ、マ
ヨネーズ

○牛乳、さば、豆腐、
卵、みそ、魚肉ソーセー
ジ、煮干し、たら

バナナ、もやし、小松
菜、きゅうり、にんじ
ん、とうもろこし、ね
ぎ、わかめ、のり

○しょうゆ、しょうゆ、
食塩、○和風だし、こ
しょう

麦茶、クラッ
カー

焼おにぎり、
牛乳

親子丼、味噌汁（玉ねぎ・
わかめ）、キャベツとほう
れんそうのおひたし、果物
（メロン）

米、○さつまいも、○
ホットケーキ粉、麦、○
砂糖、○油、砂糖

麦茶、ふかし
いも

フルーツのゼ
リーがけ、牛
乳

ごはん、ニラ玉汁（醤
油）、豚肉と生揚げの味噌
炒め、冷伴三絲、果物（さ
くらんぼ）

米、春雨、砂糖、ごま、
油、ごま油

○牛乳、厚揚げ、豚肉、
卵、みそ、ハム、かつお
節

にんじん、さくらんぼ、
きゅうり、たけのこ、に
ら、グリンピース、椎茸

しょうゆ、酒、酢、食塩 麦茶、せんべ
い

○牛乳、卵、牛乳、み
そ、しらす、○きな粉、
ベーコン、煮干し

オレンジ、かぶ、もや
し、ほうれん草、ピーマ
ン、かぶ、◎バナナ

ケチャップ、しょうゆ、
食塩、こしょう

麦茶、バナナ

せんべい、牛
乳

ごはん、味噌汁（玉ねぎ・
わかめ）、さんまの香味焼
き、ミニトマト添え、ごぼ
うサラダ、果物（バナナ）

米、マヨネーズ、ごま、
○砂糖、砂糖、◎さつま
いも

○牛乳、あじ、みそ、煮
干し、かじき

バナナ、○バナナ、ごぼう、
○みかん、玉ねぎ、ミニトマ
ト、にんじん、○キウイ、ね
ぎ、○いちご、○アガー、
しょうが、わかめ

しょうゆ、酒、酢

ささまき、牛
乳

ポークカレー、野菜ジュー
ス100、果物（バナナ）

米、じゃがいも、油 ○牛乳、豚肉 野菜ジュース、バナナ、
玉ねぎ、にんじん、しめ
じ、とうもろこし、ニン
ニク、しょうが

麦茶、せんべ
い

せんべい、牛
乳

ごはん、みそ汁（かぶ）、
ポテト入りオムレツ、じゃ
こ和え、果物（オレンジ）

米、○もち米、じゃがい
も、○砂糖、バター

麦茶、クッ
キー

さつま芋のレ
モン煮、牛乳

麦ごはん、ワンタンスー
プ、磯納豆、ポテトサラ
ダ、果物（オレンジ）

米、じゃがいも、○ホッ
トケーキ粉、ワンタンの
皮、麦、マヨネーズ、○
バター、ごま油

○牛乳、納豆、豚肉、○
卵、魚肉ソーセージ

オレンジ、もやし、にん
じん、ねぎ、小松菜、
きゅうり、椎茸、のり

しょうゆ、中華だし、
酢、食塩、こしょう

麦茶、せんべ
い

○牛乳、鶏肉、卵、ハ
ム、○チーズ

小玉すいか、かぼちゃ、
トマト、もやし、きゅう
り、ねぎ、○ジャム、
しょうが、のり

しょうゆ、酢、中華だ
し、食塩

麦茶、せんべ
い

ホットケー
キ、牛乳

三色どんぶり、豆腐のとろ
りんスープ、ほうれん草の
塩ナムル、果物（パイナッ
プル未バナナ）

米、○さつまいも、麦、
○砂糖、砂糖、油、片栗
粉、ごま、ごま油

○牛乳、鶏肉、豆腐、
卵、豚肉

パイナップル、ほうれん
草、もやし、もずく、玉
ねぎ、ねぎ、にんじん、
○レモン、のり、しょう
が、バナナ

しょうゆ、みりん、食
塩、鶏ガラだし、こしょ
う

サンドイッ
チ、牛乳

ロールパン、かぼちゃのポ
タージュ、若鶏のプロヴァン
サルソースがけ、ブロッコ
リー添え、果物（オレンジ）

パン、バター、オリーブ
油、砂糖

○ヨーグルト、鶏肉、牛
乳、ベーコン、鶏肉

○バナナ、かぼちゃ、ト
マト、オレンジ、玉ね
ぎ、ブロッコリー、トマ
トジュース、ニンニク、
しょうが

ケチャップ、酒、しょう
ゆ、みりん、食塩、コン
ソメ、バジル粉、こしょ
う

麦茶、クラッ
カー

バナナヨーグ
ルト、麦茶

冷やし中華、フライドパン
プキン、果物（小玉すい
か）

中華めん、○パン、砂
糖、○マーガリン、油、
ごま油、片栗粉

麦茶、せんべ
い

クッキー、牛
乳

しらすわかめごはん、トマトとだ
いずのスープ、チーズオムレツ、
ブロッコリー添え、はるさめサラ
ダ、果物（グレープフルーツ）

米、春雨、麦、○砂糖、
砂糖、バター、油、ごま
油

○牛乳、卵、大豆、チー
ズ、鶏肉、牛乳、ハム、
しらす

○オレンジジュース、グレー
プフルーツ、玉ねぎ、○いち
ご、きゅうり、ブロッコ
リー、ホールトマト、○みか
ん、にんじん、○アガー

ケチャップ、酢、しょう
ゆ、コンソメ、食塩、パ
セリ粉、こしょう

麦茶、クッ
キー

○牛乳、鶏肉、みそ、煮
干し

小玉すいか、小松菜、○
バナナ、ミニトマト、ね
ぎ、キャベツ、サラダ
菜、にんじん、のり、わ
かめ

しょうゆ、酒、みりん 麦茶、せんべ
い

オレンジゼ
リー、牛乳

ごはん、味噌汁（玉ねぎ・
わかめ）、おかか納豆、
チャプチェ、果物（バナ
ナ）

米、春雨、砂糖、ごま油 ○牛乳、納豆、牛肉、み
そ、煮干し、かつお節

バナナ、玉ねぎ、もや
し、ピーマン、にんじ
ん、椎茸、わかめ、ニン
ニク

しょうゆ

コーンフレー
ク、牛乳

カレーライス、和風サラダ
（キャベツ）、果物（バナ
ナ）

米、じゃがいも、○焼そ
ばめん、マヨネーズ、
油、○油

○牛乳、豚肉、○豚肉 バナナ、玉ねぎ、キャベ
ツ、にんじん、○キャベ
ツ、○もやし、とうもろ
こし、○玉ねぎ、○にん
じん、○青のり

○ソース、しょうゆ、○
食塩

麦茶、クラッ
カー

焼きそば、牛
乳

鶏照り丼、味噌汁（わか
め・じゃが）、ごま和え、
果物（小玉すいか）

米、じゃがいも、○コー
ンフレーク、麦、砂糖、
ごま

せんべい、牛
乳

トマトのスパゲティ、野菜
スープ、海草サラダ、果物
（メロン）

スパゲティー、バター、
油、砂糖

○牛乳、ベーコン、かま
ぼこ

メロン、トマト、もやし、ト
マト、玉ねぎ、しめじ、キャ
ベツ、にんじん、えのき茸、
きゅうり、わかめ、海草サラ
ダ、ニンニク、パセリ

ケチャップ、ドレッシン
グ、コンソメ、食塩、こ
しょう

麦茶、クッ
キー


