
2021年01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

611.3(531.5)

24.4(21.3)

19.6(17.4)

1.2(1.1)

582.5(492.8)

22.7(19.4)

17.0(15.1)

1.6(1.4)

611.5(523.5)

26.6(23.8)

20.3(17.9)

1.5(1.3)

666.3(559.0)

28.0(23.7)

20.1(17.6)

1.6(1.3)

632.3(532.7)

26.5(22.5)

14.4(13.1)

1.3(1.1)

596.4(547.8)

21.6(19.1)

18.0(18.7)

2.0(1.7)

651.5(548.0)

28.0(23.7)

17.6(15.6)

1.7(1.4)

603.6(513.1)

28.6(24.2)

18.3(16.6)

1.8(1.5)

621.3(529.4)

24.4(20.9)

18.0(15.9)

1.7(1.4)

642.0(540.4)

23.4(20.0)

21.0(18.3)

1.7(1.4)

555.3(505.8)

25.2(24.2)

16.5(15.3)

2.0(1.8)

635.6(536.2)

23.0(19.8)

18.5(16.3)

1.4(1.2)

602.8(509.0)

23.5(20.1)

18.9(16.6)

1.9(1.6)

598.4(481.4)

24.0(21.2)

17.1(12.3)

1.6(1.3)

580.3(481.4)

26.0(20.6)

16.7(14.4)

1.4(1.2)

628.7(535.4)

23.2(20.0)

23.3(20.2)

1.5(1.2)

500.5(476.1)

23.5(21.5)

20.6(18.5)

2.0(1.9)

563.1(477.5)

21.1(18.2)

21.8(18.9)

1.8(1.5)

596.1(545.9)

25.0(23.8)

15.3(14.5)

1.9(1.7)

592.3(509.7)

26.0(22.3)

18.6(16.5)

1.4(1.2)

602.0(506.8)

25.7(21.9)

17.3(15.4)

2.1(1.7)

603.0(520.8)

23.8(21.8)

17.2(15.3)

1.7(1.5)

571.0(465.6)

25.0(19.9)

21.0(17.0)

1.5(1.2)

1275(925)

52(37)

35(25)

4.3(3.3)

コーンフ
レーク、牛
乳

五分つきごはん、味噌汁
（小松菜・麩）、タラフ
ライ、トマト添え、五目
豆、果物（バナナ）

米、パン粉、油、小麦
粉、麩、きび砂糖

チーズまん
じゅう、牛
乳

青菜めし、どんがら
汁、こづけ、果物（み
かん）

米、○ホットケーキ粉、
麦、○バター、きび、○
きび砂糖、きび砂糖、油

○牛乳、たら、豆腐、○
チーズ、みそ、真鱈子、
煮干し、◎牛乳

みかん、大根、こんにゃ
く、にんじん、白菜、ね
ぎ、青菜、大根、のり

みりん、しょうゆ、食塩 牛乳

五分つきごはん、鶏つみれの
すまし汁（みつば）、五目卵
焼き、グリーンポテト、トマ
ト添え、果物（いちご）

米、じゃがいも、○コー
ンフレーク、そうめん、
片栗粉、小花麩、きび砂
糖

○牛乳、卵、鶏肉、豆
腐、かつお節、◎牛乳

いちご、○バナナ、ミニ
トマト、にんじん、えの
き茸、ねぎ、三つ葉、椎
茸、昆布、しょうが、青
のり

しょうゆ、食塩、山椒 牛乳

バンズパン、かぼちゃ
のポタージュ、鶏肉の
トマト煮、果物（みか
ん）

パン、○米、片栗粉、
油、バター、きび砂糖

○牛乳、牛乳、鶏肉、◎
牛乳

みかん、トマト、かぼ
ちゃ、玉ねぎ、にんじ
ん、ピーマン、ピーマ
ン、ホールトマト、ニン
ニク

コンソメ、食塩、しょう
ゆ、パセリ粉、こしょう

元気ヨーグ
ルト、牛乳

牛乳

○牛乳、○ソフール　元
気ヨーグルト、たら、大
豆、豚肉、みそ、煮干
し、◎牛乳、たら

バナナ、ミニトマト、小
松菜、にんじん、ごぼ
う、れんこん、昆布

ソース、しょうゆ、食
塩、こしょう

牛乳

杏仁フルー
ツ、牛乳

せんべい、
牛乳

五分つきごはん、角切り野菜
のスープ、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（りんご）

米、じゃがいも、○油、
○片栗粉

牛乳 ゆかりわか
めおにぎ
り、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、すき昆布煮物、
果物（りんご）

米、じゃがいも、砂糖 ○牛乳、卵、豆腐、牛
乳、チーズ、生クリー
ム、みそ、豚肉、ベーコ
ン、油揚げ、豚肉、煮干
し、◎牛乳

りんご、ほうれん草、○
みかん缶、こんにゃく、
○りんご、○バナナ、に
んじん、まい茸、ねぎ、
昆布、わかめ

しょうゆ、みりん、食
塩、こしょう、ナツメグ

サンドイッチ、ミネス
トローネ、果物（バナ
ナ）

パン、片栗粉、マーガリ
ン

○牛乳、鶏肉、ツナ、
チーズ、ハム、大豆、◎
牛乳

バナナ、ホールトマト、
キャベツ、きゅうり、玉
ねぎ、にんじん、しめ
じ、セロリ、パセリ

しょうゆ、コンソメ、食
塩

牛乳

ケチャップ、しょうゆ、
コンソメ、カレー粉、食
塩、○食塩、パセリ粉、
こしょう

牛乳

芋ようか
ん、牛乳

五分つきごはん、肉
じゃが、厚焼き卵、
じゃこ和え、果物（み
かん）

じゃがいも、米、しらた
き、○きび砂糖、きび砂
糖、○黒蜜、油

○牛乳、○豆乳、卵、牛
肉、○生クリーム、しら
す、○あずき、◎牛乳

みかん、玉ねぎ、もや
し、ほうれん草、にんじ
ん、さやいんげん

だし汁、しょうゆ、みり
ん、○にがり、食塩

フライドパ
ンプキン、
牛乳

牛乳 とうふプリ
ン、牛乳

五分つきごはん、味噌汁（た
まねぎ・わかめ）、鶏のさっ
ぱり煮、ひょう干しの煮物、
ブロッコリー添え、果物（バ
ナナ）

米、○さつまいも、○き
び砂糖、きび砂糖、油

○牛乳、鶏肉、竹輪、み
そ、打ち豆、油揚げ、か
つお節、鶏肉、◎牛乳

バナナ、トマトジュー
ス、玉ねぎ、ブロッコ
リー、こんにゃく、にん
じん、ひょう干し、わか
め、ニンニク

酢、しょうゆ、コンソ
メ、○食塩、食塩

牛乳

○牛乳、鶏肉、ヨーグル
ト、大豆、ベーコン、◎
牛乳

○かぼちゃ、りんご、
キャベツ、ミニトマト、
ブロッコリー、にんじ
ん、玉ねぎ、セロリ、ニ
ンニク、パセリ

かぼちゃ蒸
しパン、牛
乳

カレーライス、切干し
大根のサラダ、果物
（いよかん）

米、じゃがいも、麦、
油、小麦粉、ごま、きび
砂糖、蜂蜜、ごま油

○牛乳、○ヨーグルト、
豚肉、豚肉、竹輪、大
豆、◎牛乳

玉ねぎ、伊予柑、○りん
ご、○バナナ、にんじん、
きゅうり、セロリ、りん
ご、切干大根、もやし、
ホールトマト、わかめ、ニ
ンニク、しょうが

ワイン、酢、ケチャッ
プ、ソース、食塩、しょ
うゆ、ソース、鶏ガラだ
し、カレー粉、オールス
パイス、こしょう

牛乳 フルーツ
ヨーグル
ト、牛乳

五分つきごはん、中華風
コーンスープ、春巻き、
ミニトマト添え、おかか
あえ、果物（バナナ）

米、○ホットケーキ粉、
春巻の皮、春雨、油、○
きび砂糖、片栗粉、○バ
ター、ごま油

○牛乳、豚肉、鶏むね
肉、豆腐、卵、○卵、か
つお節、◎牛乳

バナナ、小松菜、もやし、
ミニトマト、○かぼちゃ、
クリームコーン、たけの
こ、玉ねぎ、にら、にんじ
ん、とうもろこし、椎茸、
ねぎ、しょうが

こしょう、しょうゆ、オ
イスターソース、鶏ガラ
だし、食塩

牛乳

バナナおか
らドーナ
ツ、牛乳

ごはん、味噌汁（じゃが・わ
かめ）、ユーリンチー、トマ
トキャベツ添え、大根とあげ
の煮物、果物（バナナ）

米、じゃがいも、油、片
栗粉、小麦粉、きび砂
糖、ごま油、蜂蜜

○牛乳、鶏肉、みそ、油
揚げ、煮干し、◎牛乳

バナナ、大根、キャベ
ツ、ミニトマト、にんじ
ん、ねぎ、しょうが、ニ
ンニク、わかめ

だし汁、しょうゆ、酢、
みりん、食塩、こしょう

牛乳 せんべい、
牛乳

五分つきごはん、味噌汁（な
めこ・豆腐）、肉団子の甘酢
あんかけ、キャベツ添え、も
やしのりのナムル、果物（バ
ナナ）

米、○米粉、○きび砂
糖、○油、きび砂糖、片
栗粉、ごま、○粉糖、ご
ま油

○牛乳、豚肉、○おか
ら、豆腐、豆腐、みそ、
煮干し、◎牛乳

バナナ、もやし、キャベ
ツ、○バナナ、玉ねぎ、
三つ葉、なめこ、のり佃
煮、ねぎ、ニンニク

酢、しょうゆ、食塩、中
華だし、酒、こしょう

牛乳

青のりポテ
トビーン
ズ、牛乳

もち（きなこ・納豆）
0,1歳ごはん
雑煮、果物（みかん）

○きび砂糖、もち ○牛乳、鶏肉、◎牛乳、
きなこ、納豆

みかん、大根、ぜんま
い、こんにゃく、にんじ
ん、ごぼう、○みかん、
ねぎ、せり、○アガー

だし汁、しょうゆ、みり
ん、食塩

牛乳 牛乳かんて
ん、牛乳

五分つきごはん、味噌汁（大
根・油揚げ）、鮭のチーズ焼
き、ほうれん草のごま和え、
ふかしいも、果物（バナナ）

米、さつまいも、○じゃ
がいも、○小麦粉、小麦
粉、○油、ごま、きび砂
糖

○牛乳、鮭、○大豆、
チーズ、みそ、○煮干
し、油揚げ、煮干し、◎
牛乳、鮭

バナナ、大根、ほうれん
草、もやし、○青のり

しょうゆ、○食塩、食
塩、こしょう

牛乳

牛乳、クッ
キー

レバーミートスパゲ
ティー、きのこ汁、果
物（りんご）

スパゲティー、○米、○
山いも、小麦粉、バ
ター、きび砂糖、油

○牛乳、豚レバー、豚
肉、豆腐、○卵、みそ、
油揚げ、チーズ、かつお
節、○かつお節、◎牛乳

りんご、トマト、玉ねぎ、
にんじん、しめじ、なめ
こ、エリンギ、ごぼう、え
のき茸、ねぎ、○にんじ
ん、○ねぎ、ニンニク、○
青のり

ソース、○しょうゆ、コ
ンソメ、食塩、こしょ
う、パセリ粉

牛乳 おやき、牛
乳

キンパ（韓国風海苔巻
き）、さつま芋のレモ
ン煮、果物（みかん）

米、さつまいも、きび砂
糖、ごま油、ごま

○牛乳、牛肉、魚肉ソー
セージ、◎牛乳

みかん、ほうれん草、に
んじん、たくあん、レモ
ン、のり、椎茸、しょう
が、ニンニク

しょうゆ、酒、みりん、
食塩

牛乳

おにぎり
（じゃこね
ぎ）、牛乳

麦ごはん、豚汁、納豆
サラダ、果物（りん
ご）

米、じゃがいも、○きび
砂糖、麦、○白玉粉、○
上新粉

○牛乳、豚肉、○あず
き、豆腐、納豆、○豆
腐、みそ、○栗、ハム、
かつお節、◎牛乳

りんご、もやし、大根、
小松菜、玉ねぎ、にんじ
ん、こんにゃく、ごぼ
う、ねぎ、きゅうり

しょうゆ、○食塩 牛乳 ぜんざい、
牛乳

五分つきごはん、納豆
汁、さばの香味焼き、
かぶときゅうりのサラ
ダ、果物（バナナ）

米、○米、きび砂糖、○
ごま油

○牛乳、さば、豆腐、納
豆、みそ、○しらす、油
揚げ、煮干し、○かつお
節、◎牛乳、さば

バナナ、かぶ、きゅう
り、ねぎ、こんにゃく、
にんじん、○ねぎ、なめ
こ、せり、しょうが、芋
がら

しょうゆ、酢、○しょう
ゆ、食塩

牛乳

ふかしい
も、牛乳

五分つきごはん、味噌汁（こ
まつな・えのき）、スクラン
ブルエッグ、トマト添え、レ
バーのかりん揚げ、果物（り
んご）

米、○マカロニ、○黒砂
糖、片栗粉、○きび砂
糖、きび砂糖、油、バ
ター

○牛乳、卵、鶏レバー、
みそ、○きな粉、ベーコ
ン、煮干し、◎牛乳

りんご、ミニトマト、玉
ねぎ、小松菜、えのき
茸、グリンピース、しょ
うが

ケチャップ、しょうゆ、
みりん、食塩、こしょう

牛乳 マカロニ安
倍川、牛乳

五分つきごはん、味噌
汁（もずく・ねぎ）、
千草焼き、大根のそぼ
ろ煮、果物（バナナ）

○さつまいも、米、きび
砂糖、片栗粉、油

○牛乳、卵、鶏肉、み
そ、竹輪、煮干し、◎牛
乳

バナナ、大根、もずく、
にんじん、ねぎ、玉ね
ぎ、ねぎ、椎茸

しょうゆ、食塩 牛乳

行事

ごぼうと豆のドライカ
レー、焼かぼちゃ、果
物（みかん）

米、○たこ焼き、麦、バ
ター、油

○牛乳、豚肉、卵、鶏
肉、大豆、◎牛乳

みかん、かぼちゃ、にん
じん、玉ねぎ、ごぼう、
ホールトマト、ピーマ
ン、しめじ、干しぶど
う、しょうが、ニンニ

ケチャップ、○ソース、
ソース、カレー粉、コン
ソメ、パセリ粉

牛乳 たこ焼き、
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

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 牛乳 せんべい、
牛乳

04

月

05

火

06

水

07

木

08

水

金

木

15

金

09

土

12

火

13

18

19

火

20

水

22

28

金

21

木

23

土

25

土

14

16

土

月

月

26

火

27

水

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。

ばら組
誕生日会

さくら組
誕生日会

寒たら汁の日

木

29

金

30


