
様式F101
2023年5月 献    　  立      　表 なでしこ　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

01 611.7(501.6)

月 21.6(16.7)

20.1(14.1)

2.8(1.9)

02 533.2(474.3)

火 19.3(16.2)

18.9(16.3)

1.5(1.1)

06 555.8(494.9)

土 19.7(16.6)

20.7(17.8)

2.1(1.7)

08 577.3(476.5)

月 23.3(18.2)

21.2(17.4)

1.4(1.1)

09 547.2(435.2)

火 20.1(15.2)

18.5(14.3)

2.3(1.7)

10 412.7(335.6)

水 19.8(14.6)

10.5(7.4)

2.2(1.6)

11 516.5(402.3)

木 17.6(12.8)

26.1(18.3)

2.6(1.8)

12 582.3(498.8)

金 20.7(16.1)

15.4(13.9)

2.3(1.9)

13 387.2(324.2)

土 14.1(11.5)

8.4(5.7)

1.9(1.5)

15 538.0(452.8)

月 17.8(14.2)

15.7(13.3)

2.4(1.8)

16 558.6(420.4)

火 22.0(16.2)

18.7(13.4)

2.7(2.0)

17 536.9(455.8) お誕生日会

水 20.7(17.3)

17.3(13.3)

3.1(2.4)

18 469.7(395.1)

木 18.2(13.7)

20.0(16.7)

2.3(1.6)

19 588.9(469.3)

金 26.0(19.8)

22.3(15.9)

1.7(1.4)

20 577.7(489.3)

土 17.9(13.7)

23.6(19.8)

3.4(2.5)

22 477.3(412.6)

月 22.7(17.5)

14.1(10.5)

3.8(2.8)

23 563.3(441.3)

火 23.8(17.8)

14.6(12.5)

2.7(1.8)

24 560.0(457.0)

水 18.5(13.7)

21.7(17.4)

6.6(4.8)

25 520.7(433.1)

木 21.3(15.9)

22.3(15.4)

3.0(2.2)

26 545.3(478.3)

金 20.1(16.0)

17.9(15.7)

2.1(1.8)

27 489.9(447.1)

土 20.4(17.0)

15.7(13.6)

2.2(1.8)

29 548.9(488.1)

月 22.9(18.3)

17.4(14.7)

2.0(1.5)

30 540.1(450.7)

火 19.7(15.6)

20.0(15.6)

1.6(1.2)

31 484.3(411.4)

水 20.5(15.9)

13.5(10.1)

2.2(1.7)

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

春野菜カレー、豆腐サラダ、果
物（グレープフルーツ）

米、じゃがいも、○砂糖、小麦粉、
なたね油、○ごま

○牛乳、木綿豆腐、豚肉(もも･脂
身なし)、○調製豆乳、牛乳、○無
塩バター、しらす干し、無塩バター

グレープフルーツ、たまねぎ、にん
じん、たけのこ（水煮缶）、きゅうり、
なばな、○こまつな（ゆで）、キャベ
ツ、レタス、えのきたけ、りんご、
カットわかめ、にんにく、しょうが

ノンオイル和風ドレッシング、コン
ソメ、カレー粉、白こしょう、食塩

麦茶、お菓子 牛乳、グリーン
蒸しパン

麦茶、お菓子 牛乳、お菓子
（バウムクーヘ
ン）

鯉のぼりピラフ、ミネストローネ、
温野菜のごまドレッシングかけ、
ヨーグルト

米、じゃがいも、マヨネーズ、ペン
ネ、ごま、オリーブ油、砂糖

○牛乳、ヨーグルト(無糖)、ハム、
ベーコン、無塩バター

○りんご、かぼちゃ、にんじん、た
まねぎ、トマトピューレ、しめじ、ブ
ロッコリー、グリーンアスパラガス、
ピーマン、いんげん（ゆで）、にん
にく

酢、コンソメ、しょうゆ、食塩、白こ
しょう

麦茶、お菓子

○牛乳、調製豆乳、鶏ささ身、
ベーコン、粉チーズ、生クリーム、
クリームチーズ

○バナナ、クリームコーン缶、キャ
ベツ、たまねぎ、レタス、しめじ、
きゅうり、サニーレタス、にんじん

コンソメ、白こしょう、食塩、バジル
粉

麦茶、お菓子

牛乳、果物（りん
ご）

コーンおにぎり、具だくさん豚
汁、白身魚の磯マヨネーズ焼
き、果物（オレンジ）

米、さつまいも、マヨネーズ、砂糖 ○牛乳、メルルーサ、豚肉(もも･脂
身なし)、米みそ（淡色辛みそ）、無
塩バター、生クリーム

オレンジ・ネーブル、だいこん、ね
ぎ、しめじ、にんじん、ごぼう、コー
ン缶、ブロッコリー、あおのり、しょ
うが

かつお・昆布だし汁、酢、ワイン
（白）、みりん、しょうゆ（うすくち）、
白こしょう、食塩

牛乳、果物（バ
ナナ）

御飯（カルシウムふりかけ）、みそ
汁、チキンチーズフリッター、大
根のそぼろ煮、果物（みかん缶）

米、○小麦粉、○片栗粉、なたね
油、小麦粉、○なたね油、○ごま
油、砂糖

鶏もも肉、木綿豆腐、豚ひき肉、
米みそ（淡色辛みそ）、調製豆乳、
卵、粉チーズ

だいこん、みかん缶、トマト、たま
ねぎ、たけのこ（水煮缶）、レタス、
○にんじん、だいこん（葉）、パセ
リ、○にら、しょうが、にんにく

煮干だし汁、かつお・昆布だし
汁、○かつお・昆布だし汁、みり
ん、しょうゆ（うすくち）、ワイン
（白）、○しょうゆ、食塩、黒こしょう

麦茶、お菓子 麦茶、にんじん
チヂミ

ベーコンとコーンのクリームパス
タ、ササミとたっぷり野菜のサラ
ダ、ゼリー

マカロニ・スパゲティー、フレンチド
レッシング（分離型）、オリーブ油

麦茶、お菓子 麦茶、コーンフ
レークミルクかけ

御飯、卵スープ、鮭のちゃん
ちゃ焼き、切り干し大根と厚揚げ
の煮物、果物（オレンジ）

米、○マヨネーズ、砂糖、○砂糖 生揚げ、さけ、卵、なると、米みそ
（淡色辛みそ）、干しえび(さるエ
ビ)、○米みそ（淡色辛みそ）

オレンジ・ネーブル、たまねぎ、○
にんじん、○きゅうり、もやし、キャ
ベツ、にんじん、切り干しだいこ
ん、ピーマン、あさつき、しょうが

かつお・昆布だし汁、しょうゆ（うす
くち）、みりん、しょうゆ、食塩

麦茶、お菓子

○牛乳、木綿豆腐、えび（むき
身）、白はんぺん、米みそ（淡色辛
みそ）、卵

グレープフルーツ、にんじん、たま
ねぎ、たけのこ（水煮缶）、しめじ、
ほうれんそう、しゅんぎく、あさつき

かつお・昆布だし汁、昆布だし
汁、しょうゆ（うすくち）、みりん、
しょうゆ、食塩

麦茶、お菓子

麦茶、野菜ス
ティック

卵サンドとジャムサンド、根菜の
コンソメスープ、お芋のほくほく
オーブン焼き、果物（桃缶・チェ
リー缶）

食パン、じゃがいも、さといも、マヨ
ネーズ、○砂糖、マーガリン・ソフト
タイプ、砂糖

○牛乳、卵、ピザ用チーズ、ウイン
ナー、クリーム(植物性脂肪)

もも缶、たまねぎ、ブロッコリー、に
んじん、だいこん、さくらんぼ缶、
いちごジャム

コンソメ、しょうゆ（うすくち）、食
塩、白こしょう

牛乳、焼き芋

チキンライス、キャベツとかぶの
スープ、大根とシーチキンの和
風サラダ、果物（バナナ）

米、砂糖 鶏もも肉、ツナ油漬缶（きはだ）、
無塩バター

バナナ、たまねぎ、にんじん、レタ
ス、だいこん、グリーンアスパラガ
ス、きゅうり、キャベツ、かぶ、コー
ン缶、ピーマン、トマトピューレ、に
んにく

ケチャップ、ノンオイル和風ドレッ
シング、コンソメ、ワイン（白）、パセ
リ粉、白こしょう、食塩

麦茶、お菓子 麦茶、プリン

竹のこと海老のかき揚げ丼、す
まし汁、豆腐の甘みそかけ、果
物（グレープフルーツ）

○さつまいも、米、小麦粉、砂糖、
なたね油

麦茶、お菓子 豆乳、桜えびお
にぎり

マーボー豆腐丼、五目スープ、
ゴロゴロ漬け、果物（オレンジ）

○さつまいも、米、はるさめ（緑
豆)、砂糖、なたね油、ごま油

○牛乳、木綿豆腐、豚ひき肉、米
みそ（赤色辛みそ）、かにかまぼこ

だいこん、オレンジ・ネーブル、た
まねぎ、きゅうり、にんじん、もや
し、ねぎ、にら、あさつき、ザーサ
イ、にんにく、しょうが

かつお・昆布だし汁、中華スー
プ、昆布だし汁、酢、しょうゆ、しょ
うゆ（うすくち）、食塩、トウバンジャ
ン

麦茶、お菓子

○牛乳、豚ひき肉、木綿豆腐、米
みそ（淡色辛みそ）、ハム、おか
ら、卵、調製豆乳、クリーム(植物
性脂肪)

たまねぎ、パイン缶、トマト、にんじ
ん、かぼちゃ、レタス、トマトピュー
レ、きゅうり、キャベツ、ブロッコ
リー、コーン缶、カットわかめ

煮干だし汁、しょうゆ、酢、コンソ
メ、白こしょう、食塩

麦茶、お菓子

牛乳、ふかし芋

カレーうどん、チンゲン菜の中華
お浸し、りんごヨーグルト

ゆでうどん、じゃがいも、○米、砂
糖、小麦粉、なたね油、ごま油、○
ごま（乾）

○調製豆乳、ヨーグルト(無糖)、豚
肉(もも･脂身なし)、鶏むね肉、無
塩バター、○干しえび、生クリーム

チンゲンサイ、りんご（缶詰、もや
し、たまねぎ、にんじん、ねぎ、し
めじ、えのきたけ、○あおさ

昆布だし汁、しょうゆ、カレール
ウ、酢、みりん、○食塩、カレー粉

牛乳、おやつパ
ン

バターロールパン、キャベツと大
根のスープ、えびグラタン、グ
リーンサラダ、果物（バナナ）

ロールパン、じゃがいも、フレンチ
ドレッシング（分離型）、マカロニ・
スパゲティー、小麦粉、○砂糖、
オリーブ油、パン粉

○牛乳、調製豆乳、牛乳、ピザ用
チーズ、ハム、無塩バター

バナナ、たまねぎ、レタス、だいこ
ん、サニーレタス、きゅうり、キャベ
ツ、いんげん（ゆで）、にんじん、ブ
ロッコリー（ゆで）、コーン缶

コンソメ、白こしょう、食塩 麦茶、お菓子 麦茶、手作りココ
アプリン

御飯（十六穀米）、みそ汁、ミニ
ボールと野菜のトマト煮、新玉ね
ぎとワカメのサラダ、果物（パイン
缶）

米、○ぶどうパン、パン粉、砂糖、
ごま油、玄米

麦茶、お菓子 麦茶、お菓子
（バウムクーヘ
ン）

御飯、みそ汁、磯あじフライ、新
じゃがとササミのクリームサラダ、
果物（グレープフルーツ）

米、じゃがいも、○食パン、なたね
油、マヨネーズ、○砂糖、パン粉、
小麦粉、砂糖

○牛乳、あじ、鶏ささ身、米みそ
（淡色辛みそ）、調製豆乳、卵、油
揚げ、○きな粉、生クリーム

グレープフルーツ、トマト、ブロッコ
リー、はくさい、にんじん、たまね
ぎ、いんげん（ゆで）、あおのり、
しょうが

煮干だし汁、酢、白こしょう、食塩 麦茶、お菓子

○牛乳、鶏もも肉、生揚げ、米み
そ（淡色辛みそ）、しらす干し

○バナナ、たまねぎ、こまつな、も
やし、パイン缶、だいこん、さくらん
ぼ(米国産）、えのきたけ、ブロッコ
リー（ゆで）、にんじん、カットわか
め、にんにく

かつお・昆布だし汁、食塩、ワイン
（白）、しょうゆ、コンソメ、カレー
粉、白こしょう、黒こしょう

麦茶、お菓子

牛乳、しゃかしゃ
かトースト

ナポリタン、コンタマスープ、海
藻サラダ、果物（バナナ）

マカロニ・スパゲティー、オリーブ
油、ごま、片栗粉、砂糖

ハム、ウインナー、卵、粉チーズ、
無塩バター

バナナ、たまねぎ、トマトピューレ、
トマト、しめじ、きゅうり、サニーレタ
ス、にんじん、ピーマン、クリーム
コーン缶、カットわかめ、にんにく

ケチャップ、しょうゆ、酢、コンソメ、
食塩、白こしょう

牛乳、果物（バ
ナナ）

五目冷し中華、ぎせい豆腐、フ
ルーツ寒天

ゆで中華めん、○上新粉、○砂
糖、砂糖、ごま油、○なたね油、す
りごま

○牛乳、○調製豆乳、木綿豆腐、
鶏ささ身、卵、鶏ひき肉、なると、
卵(厚焼き卵)

にんじん、きゅうり、レタス、いんげ
ん、かんてん、しょうが

かつお・昆布だし汁、ノンオイル和
風ドレッシング、しょうゆ、みりん、
白こしょう、○食塩、食塩

麦茶、お菓子 牛乳、豆乳米粉
蒸しパン

わかめとじゃこの混ぜご飯、みそ
汁、チキンとじゃが芋のカレー風
味炒め、青菜のお浸し、果物
（チェリー・パイン缶）

米、じゃがいも、オリーブ油、ごま、
砂糖

麦茶、お菓子 麦茶、チーズお
にぎり

キーマカレー、キャベツとコーン
のマスタードサラダ、ラッシー風
パインヨーグルト

米、じゃがいも、砂糖、小麦粉、な
たね油、オリーブ油

○調製豆乳、ヨーグルト(無糖)、豚
ひき肉、無塩バター、生クリーム、
粉チーズ

○きゅうり、キャベツ、にんじん、パ
イン缶、たまねぎ、トマト、きゅうり、
エリンギィ、ほうれんそう、コーン
缶、りんご、にんにく、しょうが

○昆布だし汁、○食塩、カレール
ウ、○しょうゆ（うすくち）、粒入りマ
スタード、酢、○みりん、コンソメ、
カレー粉、白こしょう、食塩

麦茶、お菓子

○牛乳、メルルーサ、卵、油揚
げ、○米みそ（淡色辛みそ）、無塩
バター

ごぼう、もも缶、ほうれんそう（ゆ
で）、キウイフルーツ、にんじん、ト
マト、こまつな（ゆで）、コーン缶、
レモン、しょうが

かつお・昆布だし汁、○みりん、
しょうゆ（うすくち）、しょうゆ、○か
つお・昆布だし汁、酢、みりん、バ
ジル粉、白こしょう、食塩

麦茶、お菓子

豆乳、きゅうり漬
け

ウインナードック、チキンとキャベ
ツのミルクスープ、ゴロゴロサラ
ダ、果物（バナナ）

コッペパン、○米、マーガリン・ソフ
トタイプ、オリーブ油、砂糖

調製豆乳、牛乳、鶏むね肉、ウイ
ンナー、○チーズ、生クリーム、○
かつお節

バナナ、トマト、にんじん、だいこ
ん、きゅうり、かぼちゃ、たまねぎ、
キャベツ、レタス、えだまめ（冷凍）

○かつお・昆布だし汁、ケチャッ
プ、酢、○しょうゆ、コンソメ、食
塩、白こしょう、パプリカ粉、バジル
粉、○食塩

牛乳、せいだの
たまじ（郷土料
理）

鶏肉のみそ照り三色丼、すまし
汁、いんげんのごま和え、果物
（オレンジ）

米、砂糖、ごま、焼ふ ○牛乳、鶏もも肉、卵(厚焼き卵)、
油揚げ、赤みそ

オレンジ・ネーブル、にんじん、こ
まつな、いんげん、ねぎ、しょうが

かつお・昆布だし汁、昆布だし
汁、しょうゆ（うすくち）、みりん、
しょうゆ、食塩

麦茶、お菓子 牛乳、お菓子
（ドーナツ）

御飯（十六穀米）、かきたま汁、
白身魚のトマトソースかけ、油揚
げとごぼうの煮物、果物（キウイ・
桃缶）

○じゃがいも、米、○砂糖、砂糖、
○なたね油、オリーブ油、小麦
粉、玄米

豚肉と竹の子のチリ炒め丼、白
菜とニラのスープ、切り干し大根
の中華漬け、フルーツフルー
チェ

米、○食パン、なたね油、片栗
粉、砂糖、ごま油、すりごま

○牛乳、牛乳、豚肉(もも・皮下脂
肪なし)、木綿豆腐

たけのこ（水煮缶）、たまねぎ、に
んじん、はくさい、切り干しだいこ
ん、きゅうり、○いちごジャム・低糖
度、にら、あさつき、にんにく、しょ
うが

中華スープ、しょうゆ、オイスター
ソース、酢、しょうゆ（うすくち）、ケ
チャップ、食塩、トウバンジャン、
白こしょう

麦茶、お菓子

米、じゃがいも、○なたね油、なた
ね油、砂糖

○牛乳、鶏もも肉、ヨーグルト(無
糖)、ツナ油漬缶（きはだ）、生ク
リーム、バター

キャベツ、パイン缶、たまねぎ、も
やし、ブロッコリー（ゆで）、ピーマ
ン、トマト、さくらんぼ缶、セロリー、
にんじん、コーン缶、にんにく、
しょうが

かつお・昆布だし汁、ケチャップ、
しょうゆ（うすくち）、コンソメ、○食
塩、白こしょう、食塩、黒こしょう、
カレー粉

麦茶、お菓子

牛乳、ジャムバ
ターサンド

こどもの日
メニュー

牛乳、フライドポ
テト

御飯（カルシウムふりかけ）、すま
し汁、厚揚げと豚肉の炒め物、
ほうれん草とエノキのごま和え、
果物（バナナ）

米、○人参パン、片栗粉、砂糖、
なたね油、すりごま、ごま油

生揚げ、豚肉(もも･脂身なし)、か
まぼこ、米みそ（淡色辛みそ）、豆
みそ

バナナ、もやし、ほうれんそう、たま
ねぎ、たけのこ（水煮缶）、えのき
たけ、みずかけな・とうな、しめじ、
にんじん

かつおだし汁、昆布だし汁、中華
スープ、しょうゆ（うすくち）、しょう
ゆ、みりん、食塩

麦茶、お菓子 野菜ジュース、
おやつパン

御飯、野菜スープ、タンドリーチ
キン、キャベツとツナの炒め煮、
果物（チェリー・パイン缶）


