
2021年 09月 献    　  立      　表 新松戸ゆいのひ保育園

エネルギー

たんぱく質

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
　脂質／塩分
 (  )は未満児

477.3(446.2)

1 15.3(15.4)

(水) 14.1(14.9)

1.3(1.1)

545.2(500.5)

2 20.6(19.7)

(木) 19.4(19.2)

2.1(1.7)

525.8(484.9)

3 18.0(17.6)

(金) 13.7(14.6)

1.9(1.6)

572.4(522.2)

6 20.0(19.2)

(月) 21.2(20.6)

1.9(1.6)

696.7(621.7)

7 22.2(20.9)

(火) 26.5(24.9)

2.7(2.2)

546.2(501.3)

8 22.0(20.7)

(水) 17.8(17.9)

2.0(1.7)

595.4(540.7)

9 25.4(23.4)

(木) 17.8(17.9)

1.9(1.6)

689.8(616.2)

10 20.6(19.7)

(金) 25.8(24.3)

2.2(1.8)

507.3(470.1)

13 15.5(15.6)

(月) 14.6(15.3)

1.5(1.3)

516.7(477.7)

14 21.2(20.1)

(火) 18.1(18.1)

1.9(1.6)

552.7(506.5)

15 18.6(18.0)

(水) 17.5(17.7)

2.2(1.8)

516.3(477.4)

16 18.1(17.6)

(木) 14.0(14.9)

2.1(1.8)

468.2(438.9)

17 19.3(18.6)

(金) 13.6(14.5)

2.2(1.8)

625.9(565.0)

21 16.8(16.6)

(火) 21.6(20.9)

2.3(1.9)

555.1(508.4)

22 20.1(19.3)

(水) 21.8(21.1)

1.2(1.1)

506.1(469.2)

24 16.8(16.6)

(金) 14.7(15.4)

1.1(1.0)

601.1(545.2)

27 23.4(21.9)

(月) 19.8(19.5)

2.4(2.0)

581.9(529.8)

28 20.7(19.7)

(火) 20.4(20.0)

2.4(2.0)

508.8(471.4)

29 20.2(19.3)

(水) 14.9(15.5)

1.5(1.3)

494.3(459.8)

30 16.6(16.5)

(木) 13.5(14.4)

1.6(1.3)

エネルギー 550（462）

給与栄養目標量 たんぱく質 17.9（15.0）

脂質 17.1（14.4）

塩分 2.0（1.7）

エネルギー 554（508）

平均給与所要量 たんぱく質 19.6（18.8）

脂質 18.0（18.1）

塩分 1.9　(1.6)

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

3時おやつ

牛乳、フレンチフライ

ナポリタン（ひき肉）
小松菜のサラダ
かき玉汁

牛乳

スパゲティ、○米、マヨ
ネーズ、油、片栗粉

○牛乳、◎牛乳、豚肉、
卵、ベーコン

こまつな、にんじん、たまねぎ、も
やし、トマトピューレ、マッシュ
ルーム缶、ピーマン、ねぎ、ごま

ケチャップ、しょう
ゆ、食塩

牛乳、菜飯おにぎり

ごはん
れんこんのはさみ焼き
白菜のおかか和え
かぼちゃのみそ汁　　なし

牛乳

○じゃがいも、米、○
油、片栗粉

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、
米みそ、かつお節

なし、はくさい、かぼちゃ、れんこ
ん、たまねぎ、にんじん、ねぎ、ひ
じき、しょうが、○あおのり

しょうゆ、みりん、
○食塩、食塩

牛乳、ぶどうゼリー

とうもろこしご飯
鶏肉の照り焼き
大根サラダ
お麩のみそ汁

牛乳

米、○食パン、マヨネー
ズ、てんさい糖、片栗
粉、油、バター、焼ふ

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、
ツナ、米みそ

だいこん、コーン、たまねぎ、にん
じん、もやし、○ブルーベリージャ
ム、こまつな、えのきたけ、レモ
ン、ごま、しょうが

しょうゆ、みりん、
食塩

牛乳、ジャムサンド
（ブルーベリー）

カレー麻婆豆腐どん
人参サラダ
はるさめスープ
バナナ

牛乳

米、はるさめ、○てんさ
い糖、油、片栗粉、油、
てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、豆腐、
豚肉、○ヨーグルト、鶏
肉、○ゼラチン

○ぶどう果汁、バナナ、にんじん、
○みかん缶、きゅうり、赤パプリ
カ、ねぎ、たけのこ、たまねぎ、
コーン、○ブルーベリージャム、干
しぶどう、わかめ

中濃ソース、しょう
ゆ、食塩、中華スー
プ、りんご酢、カ
レー粉

牛乳、わかめおにぎり

麦ごはん（ゆかり）
かじきのねぎ味噌焼き
かぼちゃのごま和え
大根ともやしのみそ汁
カップヨーグルト

牛乳

米、○バター、○小町
ふ、押麦、○てんさい
糖、てんさい糖、油

○牛乳、◎牛乳、ヨーグ
ルト、かじき、米みそ

かぼちゃ、もやし、だいこん、にん
じん、こまつな、ごま、ねぎ

本みりん、しょう
ゆ、酒、食塩

牛乳、お麩ラスク

ロールパン
コロッケ
マカロニサラダ
オニオンスープ

牛乳

ロールパン、じゃがい
も、○米、小麦粉、マカ
ロニ、マヨネーズ、パン
粉、油

○牛乳、◎牛乳、豚肉、
牛肉、鶏肉、ツナ

たまねぎ、にんじん、きゅうり、チ
ンゲンサイ、コーン、にんにく、
しょうが

ケチャップ、中濃
ソース、食塩、しょ
うゆ、洋風スープ

牛乳、ペンネナポリタン

ビビンバ
スイートポテトフライ
トマトとブロッコリー
きゃべつのスープ　　バナナ

牛乳

さつまいも、米、○食パ
ン、マヨネーズ、油、○
マヨネーズ、てんさい
糖、ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚肉、
○チーズ、米みそ

バナナ、ほうれんそう、キャベツ、
ブロッコリー、トマト、もやし、に
んじん、○コーン、こまつな、しめ
じ、ごま、にんにく、しょうが、の
り

しょうゆ、食塩、
酒、洋風スープ

牛乳、コーンチーズトースト

ごはん
肉じゃが　　人参フライ
小松菜納豆和え
なめこのみそ汁

牛乳

米、じゃがいも、○ペン
ネ、パン粉、油、小麦
粉、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉、
豆腐、納豆、○ツナ、米
みそ

たまねぎ、にんじん、こまつな、ね
ぎ、なめこ、○たまねぎ、しらた
き、○ピーマン、赤パプリカ、しょ
うが、あおのり

○ケチャップ、しょ
うゆ、○中濃ソー
ス、食塩、洋風スー
プ

牛乳、アップルケーキ

食パン
ささみフリット
ポテトサラダ
トマトの卵スープ　オレンジ

牛乳

食パン、じゃがいも、○
マカロニ、マヨネーズ、
○てんさい糖、上新粉、
○黒砂糖、油、コーング
リッツ、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、
卵、豆乳、ハム、○きな
粉

オレンジ、トマト、きゅうり、レタ
ス、たまねぎ、にんじん、コーン、
パセリ、にんにく

酒、食塩、洋風スー
プ、りんご酢、○食
塩

牛乳、マカロニきなこ
（黒蜜ソース）

人参ライス
鶏クリームソース
花菜のカレーマリネ　トマト
野菜スープ（キャベツ）

牛乳

米、○小麦粉、○てんさ
い糖、○バター、小麦
粉、油、バター

○牛乳、◎牛乳、牛乳、
鶏肉、○卵

かぼちゃ、にんじん、ブロッコ
リー、トマト、キャベツ、○りんご
（缶詰）、たまねぎ、えのきたけ、
カリフラワー、コーン、パセリ

食塩、洋風スープ、
りんご酢、カレー粉

牛乳、コーン蒸しパン

カレーうどん
じゃが芋の揚げ煮
青菜と春雨のナムル
バナナ

牛乳

うどん、○米、じゃがい
も、油、片栗粉、はるさ
め、てんさい糖、ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚肉、
○しらす、油揚げ、かつ
お節

バナナ、たまねぎ、ほうれんそう、
にんじん、ねぎ、ごま、○あおのり

しょうゆ、本みり
ん、○しょうゆ、食
塩、中華スープ、カ
レー粉

牛乳、しらすご飯おにぎり

菜めし
豆腐の五目煮
揚げぎょうざ
中華スープ

牛乳

米、○ホットケーキ粉、
ぎょうざの皮、油、てん
さい糖、ごま油、片栗粉

○牛乳、◎牛乳、豆腐、
豚肉、○豆乳

たまねぎ、にんじん、たけのこ、し
らたき、キャベツ、チンゲンサイ、
えのきたけ、○コーン、ねぎ、グリ
ンピース、にら、干ししいたけ

しょうゆ、酒、中華
スープ、食塩

野菜果物ジュース
カルシウムラスク

カレーライス（ツナ）
キャベツの胡麻マヨネーズあえ
わかめスープ（コーン）
りんご

牛乳

○さつまいも、米、じゃ
がいも、○てんさい糖、
マヨネーズ、油

○牛乳、◎牛乳、ツナ、
ちくわ、○生クリーム、
○卵(黄)

りんご、キャベツ、たまねぎ、にん
じん、コーン、ねぎ、ごま、わか
め、にんにく、しょうが

カレールウ、○本み
りん、中華だし、
しょうゆ、食塩 牛乳、スイートポテト

手作りふりかけごはん
鶏の生姜焼き
大根のそぼろ煮
きゅうりとわかめの酢の物
豆腐と揚げのみそ汁

牛乳

米、○食パン、片栗粉、
○バター、油、てんさい
糖

◎牛乳、鶏肉、豆腐、鶏
肉、ちくわ、米みそ、油
揚げ、○チーズ、煮干し
粉

○野菜ジュース、だいこん、きゅう
り、ねぎ、にんじん、たまねぎ、
しょうが、ごま、わかめ、あおのり

しょうゆ、本みり
ん、酒、りんご酢、
食塩

牛乳、あげぱん

ごはん
白身魚のステーキ
にら納豆和え　ブロッコリー
きゃべつのみそ汁

牛乳

米、○小麦粉、○無塩バ
ター、片栗粉、油、○粉
糖、マヨネーズ、てんさ
い糖

◎牛乳、からすがれい、
納豆、米みそ、○卵

○りんごジュース、ブロッコリー、
キャベツ、たまねぎ、はくさい、に
ら、あおのり

しょうゆ、りんご
酢、パプリカ粉

りんごジュース
プレーンクッキー

ごはん
鮭のもみじ焼き
ごぼうのおかか煮
白菜のみそ汁　　オレンジ

牛乳

米、○ロールパン、マヨ
ネーズ、○油、○てんさ
い糖、白玉ふ

○牛乳、◎牛乳、さけ、
米みそ、○きな粉、かつ
お節

オレンジ、はくさい、ごぼう、にん
じん、えのきたけ

しょうゆ、酒、本み
りん

牛乳、きな粉棒

ぶどうぱん
ツナマカロニグラタン
ブロッコリーサラダ
コーンスープ

牛乳

ぶどうパン、○米、マカ
ロニ、小麦粉、バター、
油、パン粉、○油、ごま
油

○牛乳、◎牛乳、牛乳、
ツナ、○鶏肉、チーズ、
ベーコン

たまねぎ、クリームコーン缶、ブ
ロッコリー、○たまねぎ、コーン、
しめじ、きゅうり、○にんじん、○
コーン、パセリ

○ケチャップ、食
塩、りんご酢、洋風
スープ、ブイヨン、
○食塩

牛乳
チキンライスおにぎり

五目鶏飯
ひじきのつくね焼き
パンプキンサラダ
ほうれん草とわかめのスープ

牛乳

米、○水あめ、マヨネー
ズ、パン粉、○てんさい
糖、油、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、はんぺ
ん、鶏肉、○きな粉、鶏
肉、卵、ハム、油揚げ

かぼちゃ、たまねぎ、にんじん、ほ
うれんそう、ねぎ、ごぼう、グリン
ピース、ひじき、干しぶどう、干し
しいたけ、わかめ、

しょうゆ、本みり
ん、食塩、酒、洋風
スープ

※事前に献立を確認し、給食で初めて口にするものがないようにお願いします。

【2021年の十五夜は、9月21日です】
十五夜とは、一年で最も美しいとされている「中秋の名月」を鑑賞しながら収穫に感謝する行事です。
（十五夜は別名「芋名月」とも呼ばれています。保育園ではおやつにスイートポテトがでます）
古くから伝わるお月見の3つの風習　　1，ススキを飾る　　2，月見団子をお供えする　　3，農作物のお供えをする

※3歳未満は午前中に牛乳を提供します。　※献立の内容が変更する場合があります。　

牛乳、ジャムサンド（苺）

ごはん
鶏のバーベキューソース
春雨サラダ（ハム）　トマト
むらくも汁

牛乳

米、はるさめ、片栗粉、
油、○グラニュー糖、て
んさい糖、ごま油

◎牛乳、鶏肉、木綿豆
腐、卵、ハム、○ゼラチ
ン

○みかんジュース、○バナナ、にん
じん、○みかん缶、○パイン缶、ト
マト、たまねぎ、チンゲンサイ、
きゅうり、りんご、ねぎ、しょう
が、レモン、にんにく

しょうゆ、酒、りん
ご酢、食塩

フルーツポンチ
（ジュース入り）

ごはん
さばのみそ煮
ほうれん草のサラダ
大根となめこのみそ汁　メロン

牛乳

米、○食パン、てんさい
糖、油

○牛乳、◎牛乳、さば、
米みそ

メロン、ほうれんそう、だいこん、
なめこ、えのきたけ、ねぎ、こまつ
な、○いちごジャム、コーン、しょ
うが

本みりん、りんご
酢、ケチャップ、
酒、しょうゆ


