
様式F101 2019年08月 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

645.3(493.9)

24.0(17.7)

20.2(13.9)

2.7(2.2)

571.2(443.9)

27.9(21.2)

13.4(9.0)

2.1(1.8)

595.2(458.4)

23.1(17.0)

21.1(14.7)

1.6(1.3)

564.4(434.2)

24.9(18.4)

17.5(11.8)

2.2(1.8)

605.4(417.0)

22.0(15.5)

22.9(10.4)

1.8(1.3)

578.0(551.8)

23.9(20.9)

20.4(20.5)

1.6(1.3)

685.0(527.9)

23.1(16.9)

22.8(16.0)

1.8(1.4)

659.4(507.5)

24.0(17.6)

25.5(18.2)

1.8(1.5)

528.1(404.2)

20.2(14.6)

14.5(9.4)

2.3(1.9)

551.2(472.2)

20.1(14.9)

19.0(15.7)

1.6(1.3)

479.1(463.3)

21.0(16.2)

13.7(14.3)

1.8(1.5)

473.0(390.9)

22.2(17.2)

10.8(6.6)

1.2(1.1)

572.8(456.9)

22.6(16.9)

14.6(9.5)

1.9(1.7)

606.7(521.0)

25.9(20.0)

14.5(12.3)

2.4(2.1)

617.5(507.6)

23.6(17.5)

14.7(12.3)

1.9(1.5)

557.0(431.5)

22.9(16.7)

19.5(14.1)

1.6(1.3)

619.7(490.1)

25.5(21.0)

19.1(13.5)

1.8(1.5)

584.5(444.3)

22.7(16.5)

19.4(13.0)

2.4(1.9)

632.4(519.4)

27.4(20.5)

15.1(12.6)

2.2(1.8)

477.2(418.5)

20.5(16.5)

21.1(15.3)

2.4(2.2)

601.2(488.1)

27.7(21.2)

15.4(11.7)

3.4(2.6)

587.4(450.5)

22.3(16.4)

19.2(13.2)

1.8(1.5)

713.4(535.7)

25.7(18.4)

23.3(16.1)

2.7(1.7)

655.7(571.1)

28.6(22.4)

26.6(22.6)

2.8(2.4)

438.0(371.6)

21.2(17.4)

9.3(7.5)

1.4(1.3)

562.4(482.1)

22.0(16.5)

14.3(12.0)

2.5(2.1)

1275(925)

52(37)

35(25)

4.3(3.3)

ゆでとうもろ
こし、牛乳

サンドイッチ、角切り野菜の
スープ、ほうれん草とコーンの
ソテー、果物（オレンジ）

パン、マーガリン、油

フルーツポン
チすいか、牛
乳

とうもろこし御飯、モロヘイヤと卵のスー
プ、ハンバーグ、ブロッコリー添え、蒸しか
ぼちゃ、果物（パイナップル未バナナ）

米、パン粉、片栗粉、砂
糖、ごま、バター、ごま
油

○牛乳、豚肉、牛肉、
卵、牛乳

かぼちゃ、パイナップル、○
バナナ、玉ねぎ、とうもろこ
し、モロヘイヤ、○小玉すい
か、ブロッコリー、バナナ、
のり

ケチャップ、ソース、食
塩、コンソメ、こしょう

牛乳

冷やし中華、かぼちゃのミルク
煮、果物（小玉すいか）

中華めん、砂糖、バ
ター、ごま油

○牛乳、鶏肉、牛乳、
卵、ハム

小玉すいか、かぼちゃ、
○とうもろこし、トマ
ト、もやし、きゅうり、
ねぎ、しょうが、のり

しょうゆ、酢、中華だ
し、○食塩、食塩

牛乳

ごはん、味噌汁（キャベツ・ネ
ギ）、魚とがんもの炊き合わせ、マ
カロニサラダ、果物（バナナ）

米、○米、マカロニ、
麦、マヨネーズ、砂糖

○牛乳、かれい、がんも
どき、みそ、ハム、かつ
お節、かれい

バナナ、キャベツ、にん
じん、きゅうり、とうも
ろこし、さやえんどう、
ねぎ、しょうが

しょうゆ、酒、みりん、
食塩、こしょう

せんべい、牛
乳

牛乳

○牛乳、ツナ、ベーコ
ン、チーズ、ハム、大豆

オレンジ、ほうれん草、
とうもろこし、きゅう
り、しめじ、にんじん、
玉ねぎ、キャベツ、パセ
リ

しょうゆ、コンソメ、食
塩、こしょう

牛乳

チーズ入り
ケーキ、牛乳

じゃがバ
ター、牛乳

ごはん、味噌汁（ふのり・豆
腐）、スクランブルエッグ、納
豆サラダ、果物（メロン）

米、○砂糖、バター、
油、砂糖

牛乳 ゆかりわかめ
おにぎり、牛
乳

しらすわかめごはん、味噌汁（小松
菜・高野豆腐）、千草焼き、かぼちゃ
のナッツサラダ、果物（小玉すいか）

米、○ホットケーキ粉、
麦、マヨネーズ、○砂
糖、砂糖、○油

○牛乳、卵、みそ、○
チーズ、○卵、竹輪、凍
り豆腐、しらす、アーモ
ンド、煮干し

小玉すいか、かぼちゃ、
きゅうり、小松菜、にん
じん、ねぎ、えのき茸、
干しぶどう、椎茸

酒、しょうゆ、食塩、こ
しょう

ごはん、味噌汁（わかめ・えのき）、
鶏のから揚げ、トマトキャベツ添え、
きゅうりの華風サラダ、果物（バナ
ナ）

○じゃがいも、米、しら
たき、片栗粉、○バ
ター、油、砂糖、ごま油

○牛乳、鶏肉、鶏レ
バー、みそ、ハム、煮干
し

バナナ、キャベツ、きゅ
うり、ミニトマト、もや
し、えのき茸、にんじ
ん、わかめ、しょうが

しょうゆ、酢、酒、○食
塩

牛乳

麦ごはん、ワンタンスープ、お
かか納豆、洋風きんぴら、果物
（バナナ）

米、○米、じゃがいも、
ワンタンの皮、麦、砂
糖、油、ごま油、ごま

○牛乳、納豆、豚肉、か
つお節

バナナ、もやし、にんじ
ん、ごぼう、ねぎ、ピー
マン、れんこん、○にん
じん、椎茸、○昆布

しょうゆ、中華だし、食
塩、酒、こしょう

フルーツのゼ
リーがけ、牛
乳

牛乳

○牛乳、卵、豆腐、納
豆、みそ、ベーコン、ハ
ム、煮干し、かつお節

メロン、○バナナ、もやし、○
みかん、玉ねぎ、ほうれん草、
○小玉すいか、○キウイ、きゅ
うり、にんじん、ねぎ、グリン
ピース、○アガー、ふのり

ケチャップ、しょうゆ、
食塩、こしょう

牛乳

クッキー、牛
乳

せんべい、牛
乳

鶏照り丼、味噌汁（じゃが・た
まねぎ）、ミニトマト添え、飲
むヨーグルト

米、じゃがいも、麦、砂
糖

牛乳 夕焼けおにぎ
り、牛乳

納豆寿司、鶏汁、さつま芋の甘
煮、果物（バナナ）

米、さつまいも、じゃが
いも、砂糖

○牛乳、納豆、鶏肉、豆
腐、かつお節

バナナ、ねぎ、にんじ
ん、ごぼう、のり

しょうゆ、酢、酒、食塩

えびときのこのスパゲティ、野
菜スープ、果物（パイナップル
未バナナ）

スパゲティー、バター、
油、砂糖

○牛乳、ベーコン トマト、パイナップル、トマ
ト、玉ねぎ、しめじ、バナ
ナ、キャベツ、えのき茸、も
やし、にんじん、パセリ、ニ
ンニク

ケチャップ、コンソメ、
食塩、こしょう

牛乳

牛丼、味噌汁（なめこ・豆
腐）、果物（バナナ）

米、麦、砂糖 ○牛乳、牛肉、豆腐、み
そ、かつお節、煮干し

バナナ、玉ねぎ、こん
にゃく、なめこ、ごぼ
う、ねぎ、ねぎ、椎茸

しょうゆ、みりん

せんべい、牛
乳

牛乳

○牛乳、ヨーグルト（ド
リンク）、鶏肉、みそ、
煮干し

玉ねぎ、ミニトマト、ね
ぎ、のり

酒、しょうゆ、みりん 牛乳

せんべい、牛
乳

せんべい、牛
乳

ねばねば丼、みそ汁（豆腐・あ
おさ）、ポテトサラダ、果物
（メロン）

米、じゃがいも、○小麦
粉、○油、○三温糖、
麦、マヨネーズ、○ご
ま、砂糖、油

牛乳 クッキー、牛
乳

ひき肉カレー、果物（小玉すい
か）

米、じゃがいも、麦、油 ○牛乳、ひき肉（牛・
豚）、鶏レバー、大豆

小玉すいか、玉ねぎ、に
んじん、ピーマン、しめ
じ、とうもろこし、ニン
ニク

マーボー丼、スープ（わかめ・
玉ねぎ）、おかかあえ、果物
（小玉すいか）

米、麦、砂糖、片栗粉、
ごま油

○牛乳、豆腐、豚肉、み
そ、かつお節

小玉すいか、玉ねぎ、も
やし、ほうれん草、にん
じん、ねぎ、ニンニク、
しょうが、椎茸、わかめ

しょうゆ、コンソメ、食
塩、酒

牛乳

ごはん、味噌汁（なめこ・豆
腐）、炒り鶏、はるさめサラダ
（きゅうり）、果物（バナナ）

米、じゃがいも、○ホッ
トケーキ粉、春雨、○
油、砂糖、油、ごま油、
○砂糖

○牛乳、鶏肉、豆腐、み
そ、○卵、ハム、煮干し

バナナ、こんにゃく、
きゅうり、ごぼう、にん
じん、なめこ、○レモ
ン、椎茸

しょうゆ、酒、酢

白ごまクッ
キー、牛乳

牛乳

○牛乳、納豆、豆腐、
卵、みそ、魚肉ソーセー
ジ、煮干し、かつお節

メロン、めかぶ、おく
ら、モロヘイヤ、にんじ
ん、きゅうり、のり、あ
おさ

しょうゆ、白だし、酢、
食塩、○食塩、こしょう

牛乳

シュガートー
スト、牛乳

シューアイス
（0.1歳ゼ
リー）、牛乳

ごはん、宮城郷土料理おくずか
け、鶏肉のごまみそ焼、おかか
あえ、果物（オレンジ）

○じゃがいも、米、そう
めん、じゃがいも、○
油、ごま、小花麩、砂
糖、片栗粉

牛乳 レモンドーナ
ツ、牛乳

麦ごはん、のっぺい汁、豚肉の
しょうが焼き、トマトキャベツ
添え、果物（キウイ未バナナ）

米、○パン、里いも、
麦、○砂糖、○マーガリ
ン、○バター、片栗粉

○牛乳、◎牛乳、豚肉、
鶏肉、かつお節

キウイ、キャベツ、玉ねぎ、
ミニトマト、大根、ごぼう、
にんじん、こんにゃく、ね
ぎ、ねぎ、椎茸、しょうが、
バナナ

しょうゆ、酒、食塩

麦ごはん、味噌汁（小松菜・
麩）、さんまのかばやき、トマ
ト添え、海草サラダ、果物（バ
ナナ）

米、麦、片栗粉、麩、砂
糖、油、○Feピーチゼ
リー

○牛乳、さんま、みそ、
かまぼこ、煮干し、かじ
き

バナナ、もやし、ミニト
マト、小松菜、きゅう
り、にんじん、わかめ、
海草サラダ、しょうが

ドレッシング、だし汁、
しょうゆ、酒、みりん

牛乳

しょうゆ、みりん、食
塩、○食塩

牛乳

どんどん焼
き、牛乳

豚丼、味噌汁（キャベツ・ネ
ギ）、おかかあえ、果物（バナ
ナ）

米、砂糖、油、ごま ○牛乳、豚肉、豚肉、み
そ、煮干し、かつお節

バナナ、玉ねぎ、ほうれん
草、もやし、こんにゃく、
キャベツ、ねぎ、にんじん、
グリンピース、しょうが、椎
茸

しょうゆ、酒

手作りフライ
ドポテト、牛
乳

クッキー、牛
乳

麦ごはん、味噌汁（玉ねぎ・わ
かめ）、さけのチーズ照り焼
き、トマト添え、だし、果物
（バナナ）

米、○小麦粉、麦、○山
いも

○牛乳、さけ、チーズ、
みそ、○魚肉ソーセー
ジ、煮干し、○さくらえ
び、鮭

バナナ、きゅうり、ミニトマ
ト、なす、玉ねぎ、○ねぎ、
みょうが、おくら、わかめ、
ねぎ、しょうが、納豆昆布、
○のり、○青のり

○ソース、しょうゆ、白
だし、みりん

牛乳

3時おやつ行事

焼きそば、にら玉汁、磯あえ、
鉄分ぶどうゼリー

焼そばめん、Feぶどうゼ
リー、○小麦粉、○黒砂
糖、○油、油

○牛乳、豚肉、卵、豚
肉、○卵、みそ、かつお
節

もやし、ほうれん草、
キャベツ、玉ねぎ、にん
じん、にら、のり、青の
り

ソース、しょうゆ、食塩 牛乳 沖縄名物サー
ターアンダ
ギー、牛乳

ケチャップ、しょうゆ、○
しょうゆ、コンソメ、ソー
ス、酒、食塩、カレー粉、○
和風だし、パセリ粉、ナツメ
グ、こしょう

牛乳

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

午前おやつ

牛乳

○牛乳、鶏肉、豆腐、油
揚げ、みそ、かつお節

オレンジ、ほうれん草、
もやし、にんじん、ごぼ
う、ねぎ、さやいんげ
ん、椎茸

ごはん、味噌汁（わかめ・油揚
げ）、コロッケ、トマトキャベツ添
え、夕顔のそぼろあんかけ、果物
（メロン）

じゃがいも、米、○パ
ン、パン粉、小麦粉、
油、○マーガリン、砂
糖、片栗粉

○牛乳、鶏肉、豚肉、み
そ、卵、○チーズ、牛
肉、油揚げ、かつお節、
煮干し

夕顔、メロン、キャベ
ツ、玉ねぎ、ミニトマ
ト、にんじん、わかめ、
○ジャム、しょうが

ソース、しょうゆ、食
塩、酒、こしょう

焼おにぎり
２、牛乳

牛乳 サンドイッ
チ、牛乳

○牛乳、卵、大豆、ひき
肉（牛・豚）、チーズ、
牛乳、ベーコン

オレンジ、玉ねぎ、キャ
ベツ、トマト、にんじ
ん、セロリ、パセリ、ニ
ンニク

麦ごはん、味噌汁（えのき・厚揚
げ）、ほっけの塩焼き、なめ茸あ
え、ひじきの煮物、果物（バナナ）

米、○砂糖、麦、砂糖 ○牛乳、ほっけ、○卵、
厚揚げ、みそ、さつま揚
げ、煮干し、ほっけ

バナナ、もやし、小松
菜、こんにゃく、えのき
茸、にんじん、なめ茸、
ひじき

しょうゆ、酒、みりん 牛乳 プリン、麦茶

ロールパン、角切り野菜のスー
プ、チーズオムレツ、チリコン
カン、果物（オレンジ）

パン、○米、油、バ
ター、小麦粉、砂糖

クッキー、牛
乳

焼きそば、味噌汁（豆腐・わか
め）、さつま芋煮、果物（バナ
ナ）

焼そばめん、さつまい
も、砂糖、油

○牛乳、豚肉、豆腐、み
そ、煮干し

バナナ、玉ねぎ、キャベ
ツ、もやし、にんじん、
ねぎ、わかめ、青のり

ソース、食塩 牛乳

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。
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献    　  立      　表
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