
2020年11月 献    　  立      　表 千歳認定こども園
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

581.4(491.9)

25.6(21.8)

18.6(16.4)

1.5(1.2)

592.2(538.9)

25.4(24.2)

16.3(15.4)

2.7(2.3)

536.5(528.1) 焼きいもの日

25.5(22.3) 午前中焼き芋
を食べます。18.3(16.2) 食べます。

3.0(2.4)

621.3(524.6)

23.9(20.5)

20.9(18.2)

2.3(1.9)

596.3(559.8)

25.1(22.3)

14.1(15.7)

2.4(2.2)

513.1(479.0)

19.2(18.7)

19.5(19.4)

1.7(1.4)

599.8(498.4)

23.5(20.0)

22.1(19.2)

2.3(1.9)

585.1(495.0)

23.9(20.2)

16.5(14.8)

1.5(1.2)

708.3(593.5) こども祝福式
の27.4(23.2) お祝いメ
ニュー19.9(17.5)

2.2(1.8)

552.5(506.9) バザー

20.9(19.1)

22.6(20.9)

2.2(2.0)

562.7(458.9)

24.3(19.3)

20.5(16.6)

1.5(1.2)

588.4(523.2) ゆり組誕生日
会22.3(20.0)

18.8(16.9)

2.3(2.0)

569.5(492.9)

23.6(21.7)

18.2(16.5)

1.8(1.5)

611.0(509.9) ばら・さくら
組26.4(22.0) 誕生日会

17.6(15.2)

2.4(2.0)

619.5(509.1)

24.0(20.0)

17.4(15.1)

2.0(1.6)

652.5(550.0)

24.0(20.1)

23.4(20.5)

1.7(1.4)

622.8(508.1)

24.8(21.1)

21.5(19.1)

2.8(2.4)

638.7(531.1) 和食の日

25.4(21.9)

22.4(19.4)

2.4(1.9)

706.4(591.9)

21.8(18.8)

21.4(18.6)

2.1(1.7)

611.7(501.6)

24.1(20.3)

23.7(20.4)

2.2(1.8)

672.5(564.8)

22.6(19.4)

19.4(17.0)

1.9(1.6)

538.3(440.6)

24.0(20.1)

19.3(16.9)

2.6(2.1)

548.7(473.4)

23.7(20.4)

17.7(15.6)

1.6(1.3)

1275(925)

52(37)

35(25)

4.3(3.3)

月

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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元気ヨーグ
ルト、牛乳

02

月

04

水

05

木

06

金

07

五分つきごはん、味噌汁（大
根・油揚げ）、かじきのあず
ま煮、ミニトマト添え、もや
しとひじきの酢あえ、果物
（柿）

米、油、きび砂糖、片栗
粉、ごま

○牛乳、○ソフール　元
気ヨーグルト、かじき、
みそ、ツナ、油揚げ、煮
干し、◎牛乳、かじき

柿、大根、ミニトマト、
もやし、にんじん、さや
いんげん、ひじき

しょうゆ、酢 牛乳

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

五分つきごはん、味噌汁（な
めこ・豆腐）、あんかけオム
レツ、納豆サラダ、果物（り
んご）

米、じゃがいも、○きび
砂糖、きび砂糖、油、片
栗粉

○牛乳、卵、豆腐、納
豆、鶏肉、みそ、ハム、
○きな粉、煮干し、かつ
お節、◎牛乳

りんご、○かぼちゃ、もやし、小松
菜、にんじん、なめこ、玉ねぎ、きゅ
うり、ピーマン、ブロッコリー、とう
もろこし、○干しぶどう、ねぎ

だし汁、しょうゆ、ワイ
ン、みりん、食塩、和風
だし、○食塩

牛乳 かぼちゃの
きな粉か
け、牛乳

牛乳 手作りピ
ザ、牛乳

バンズパン、押し麦の食べる
スープ、やみつきタンドリー
チキン、ミニトマトブロッコ
リー添え、ベイクドポテト、
果物（バナナ）

パン、じゃがいも、○
米、麦

○牛乳、鶏肉、ヨーグル
ト、豚肉、◎牛乳

バナナ、ミニトマト、白
菜、ブロッコリー、にん
じん、ニンニク、椎茸

ケチャップ、しょうゆ、
食塩、中華だし、カレー
粉、パセリ粉、こしょう

牛乳

○牛乳、○卵、卵、豚
肉、鶏肉、豆腐、ベーコ
ン、◎牛乳

柿、キャベツ、ミニトマ
ト、チンゲン菜、玉ね
ぎ、えのき茸、ねぎ、に
んじん、椎茸、しょうが

しょうゆ、中華だし、食
塩、こしょう

牛乳

ゆかりわか
めおにぎ
り、牛乳

肉うどん、果物（みかん） うどん、◎さつまいも、
○小麦粉、○オリーブ
油、○きび砂糖、きび砂
糖

○牛乳、鶏肉、かまぼ
こ、○ウインナー、油揚
げ、○チーズ、かつお
節、◎牛乳

みかん、ほうれん草、○
玉ねぎ、ねぎ、にんじ
ん、ごぼう、○ピーマ
ン、○とうもろこし、椎
茸、○ニンニク

しょうゆ、○ケチャッ
プ、○しょうゆ、○食
塩、○パセリ粉、○バジ
ル粉、○こしょう

プリン、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、きび砂糖

○牛乳、納豆、鶏肉、豆
腐、かつお節、◎牛乳

バナナ、ねぎ、ごぼう、
にんじん、のり

しょうゆ、酢、食塩 牛乳 クッキー、
牛乳

チャーハン、中華スープ（エ
ノキ・青菜）、真珠蒸し、ト
マトキャベツ添え、果物
（柿）

米、もち米、○きび砂
糖、麦、片栗粉、パン
粉、ごま油

牛乳 とうふプリ
ン、牛乳

五分つきごはん、味噌汁（豆
腐・わかめ）、ほうれん草の
キッシュ風、れんこんのきん
ぴら、果物（なし）

米、○きび砂糖、きび砂
糖、ごま、ごま油

○牛乳、卵、豚肉、豆
腐、牛乳、チーズ、生ク
リーム、みそ、ベーコ
ン、煮干し、◎牛乳

梨、れんこん、ほうれん
草、にんじん、○みか
ん、つきこんにゃく、わ
かめ、ねぎ、○アガー

しょうゆ、食塩、こしょ
う、ナツメグ

牛乳

○牛乳、たら、鶏肉、み
そ、煮干し、◎牛乳、た
ら

りんご、大根、ミニトマ
ト、小松菜、ブロッコ
リー、玉ねぎ、にんじ
ん、ねぎ

ソース、しょうゆ、食
塩、こしょう

牛乳

牛乳かんて
ん、麦茶

しらすわかめごはん、芋煮、
ほうれん草と菊のおひたし、
果物（みかん）

米、里いも、○きび砂
糖、きび砂糖、○黒蜜

○牛乳、○豆乳、牛肉、
○生クリーム、しらす、
○あずき、◎牛乳

みかん、ほうれん草、も
やし、こんにゃく、ね
ぎ、しめじ、ごぼう、菊

しょうゆ、○にがり

ふかしい
も、牛乳

お赤飯、鶏ごぼうのすまし
汁、厚焼き卵、トマト添え、
ほうれん草のごま和え、果物
（バナナ）

もち米、○うどん、きび
砂糖、○ごま油、ごま、
油

○牛乳、卵、○豚肉、鶏
肉、あずき、かつお節、
○かつお節、◎牛乳

バナナ、ほうれん草、ミニトマト、○
もやし、もやし、○玉ねぎ、○キャベ
ツ、三つ葉、ごぼう、えのき茸、○に
んじん、菊、昆布、○青のり

だし汁、○しょうゆ、
しょうゆ、食塩

牛乳 おやつ焼き
うどん、牛
乳

ごはん、味噌汁（小松菜・
麩）、タラフライ、ミニトマ
トブロッコリー添え、大根の
そぼろ煮、果物（りんご）

○さつまいも、米、油、
パン粉、小麦粉、麩、片
栗粉、きび砂糖

牛乳 せんべい、
牛乳

焼きそば、ベイクドポテト、
ウィンナー、野菜ジュース、
豆腐ドーナツ

焼そばめん、じゃがい
も、油

○牛乳、ウインナー、豚
肉、豚肉、◎牛乳

野菜ジュース、キャベ
ツ、もやし、玉ねぎ、に
んじん、青のり

ソース、食塩、パセリ粉 牛乳

○牛乳、牛肉、○油揚
げ、生クリーム、◎牛乳

バナナ、玉ねぎ、かぶ、
トマト、きゅうり、にん
じん、しめじ、グリン
ピース、ニンニク、ア
ガー

ハヤシルウ、ケチャッ
プ、デミグラスソース、
○しょうゆ、酢、食塩

牛乳

せんべい、
牛乳

帯広風豚丼、けんちん汁、果
物（バナナ）

米、きび砂糖、ごま油、
油

○牛乳、豚肉、豆腐、油
揚げ、かつお節、◎牛乳

バナナ、にんじん、大
根、ごぼう、ねぎ、グリ
ンピース

しょうゆ、みりん、食塩

いなり寿
司、牛乳

ひじきごはん、角切り野菜の
スープ、鶏のから揚げ、ミニ
トマトブロッコリー添え、果
物（ラフランス）

米、○白玉粉、○上新
粉、麦、片栗粉、油、○
きび砂糖、○ごま、きび
砂糖

○牛乳、鶏肉、○豆腐、
大豆、ベーコン、油揚
げ、○きな粉、◎牛乳

西洋梨、キャベツ、ミニ
トマト、にんじん、ブ
ロッコリー、玉ねぎ、セ
ロリ、ひじき、しょう
が、パセリ

しょうゆ、コンソメ、食
塩、○食塩

牛乳 きなごま団
子、牛乳

バンズパン、ハヤシシ
チュー、かぶときゅうりのサ
ラダ、果物（バナナ）

パン、じゃがいも、○
米、○きび砂糖、きび砂
糖

牛乳 おにぎり
（さつまい
もご飯）、
牛乳

五分つきごはん、みそ汁（は
くさい・えのき）、ぶりの照
り焼き、磯あえ、かぼちゃの
そぼろあんかけ、果物（バナ
ナ）

米、○そうめん、きび砂
糖、片栗粉

○牛乳、ぶり、鶏肉、み
そ、○鶏肉、煮干し、◎
牛乳、ぶり

バナナ、かぼちゃ、白菜、
もやし、小松菜、えのき
茸、玉ねぎ、○白菜、○に
んじん、にんじん、のり、
○ねぎ、しょうが、○椎茸

○だし汁、しょうゆ、み
りん、○しょうゆ、○食
塩

牛乳

○牛乳、あじ、豆腐、み
そ、大豆、煮干し、かつ
お節、◎牛乳、あじ

りんご、大根、もずく、
きゅうり、とうもろこ
し、ピーマン、にんじ
ん、玉ねぎ、ねぎ、ね
ぎ、ニンニク

しょうゆ、酢、みりん、
○食塩、食塩、こしょう

牛乳

にゅうめ
ん、牛乳

麦ごはん、味噌汁（玉ねぎ・
わかめ）、さばの塩焼き、お
かかあえ、里芋の磯炊き、果
物（みかん）

米、○米、里いも、○さ
つまいも、麦、きび砂
糖、○ごま

○牛乳、さば、みそ、豚
肉、煮干し、かつお節、
◎牛乳、さば

みかん、もやし、玉ね
ぎ、小松菜、にんじん、
こんにゃく、さやいんげ
ん、ひじき、わかめ

しょうゆ、みりん、○食
塩、食塩

白ごまクッ
キー、牛乳

バンズパン、チキンとコーン
のチャウダー、かぶの梅あ
え、果物（みかん）

じゃがいも、パン、マカ
ロニ、小麦粉、きび砂
糖、バター

○牛乳、牛乳、鶏肉、
ベーコン、かつお節、◎
牛乳

みかん、かぶ、玉ねぎ、
とうもろこし、ブロッコ
リー、しめじ、梅干

食塩、コンソメ、こしょ
う

牛乳 せんべい、
牛乳

麦ごはん、みそ汁（豆腐・も
ずく）、あじの揚げおろし
煮、マセドアンサラダ、果物
（りんご）

米、○小麦粉、じゃがい
も、○油、○三温糖、
麦、片栗粉、○ごま、
油、マヨネーズ、きび砂
糖、三温糖

牛乳 菜飯おにぎ
り（小松
菜）、牛乳

ちらし寿司、茶碗蒸し、ほう
れんそうのおひたし、果物
（みかん）

米、○米粉、○オリーブ
油、きび砂糖、○きび砂
糖、ごま、油

○牛乳、卵、○卵、鶏
肉、かまぼこ、○チー
ズ、○ベーコン、かつお
節、油揚げ、◎牛乳

みかん、ほうれん草、にん
じん、○玉ねぎ、○ブロッ
コリー、さやえんどう、三
つ葉、○にんじん、かん
ぴょう、椎茸、のり

だし汁、だし汁、酢、
しょうゆ、みりん、食
塩、○食塩

牛乳

○牛乳、卵、鶏肉、チー
ズ、牛乳、◎牛乳

みかん、玉ねぎ、ブロッ
コリー、にんじん、チン
ゲン菜、とうもろこし、
えのき茸、ピーマン

ケチャップ、食塩、中華
だし、コンソメ、こしょ
う

牛乳

米粉のケー
クサレ、牛
乳

カレーライス、キャベツとリ
ンゴのヨーグルトサラダ、果
物（バナナ）

米、じゃがいも、○米、
麦、マヨネーズ、油、小
麦粉、蜂蜜

○牛乳、豚肉、豚肉、
ヨーグルト、大豆、ハ
ム、チーズ、◎牛乳

玉ねぎ、バナナ、キャベツ、にんじ
ん、りんご、○小松菜、きゅうり、セ
ロリ、トマトピューレ、干しぶどう、
ニンニク、しょうが

ワイン、ケチャップ、食
塩、ソース、鶏ガラだし、
カレー粉、○食塩、オール
スパイス、こしょう、ター
メリック、カルダモン、ク
ミン

シュガー
トースト、
牛乳

麦ごはん、味噌汁（玉ねぎ・
わかめ）、じゃが芋のそぼろ
煮、果物（柿）、ひじきと
キャベツのサラダ

じゃがいも、米、○米、
麦、マヨネーズ、きび砂
糖

○牛乳、豚肉、みそ、ツ
ナ、煮干し、◎牛乳

玉ねぎ、柿、キャベツ、
にんじん、とうもろこ
し、さやえんどう、ひじ
き、わかめ、○昆布、椎
茸、○のり

しょうゆ、和風だし、食
塩、こしょう

牛乳 おにぎり
（昆布）、
牛乳

ケチャップライス、はるさめ
スープ（五目）、チーズオム
レツ、ブロッコリー添え、果
物（みかん）

米、○パン、麦、春雨、
○バター、○きび砂糖、
油、バター、きび砂糖、
ごま

せんべい、
牛乳

焼きうどん、肉団子のスー
プ、果物（バナナ）

うどん、片栗粉、油 ○牛乳、鶏肉、豚肉、豚
肉、豆腐、◎牛乳

バナナ、玉ねぎ、キャベ
ツ、チンゲン菜、にんじ
ん、椎茸、しょうが、青
のり

しょうゆ、みりん、中華
だし、食塩、和風だし

牛乳


