
2022年
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
476.1(445.2)

4 13.9(14.3)

(火) 10.6(12.2)

1.4(1.2)

468.8(439.4)

5 21.7(20.5)

(水) 16.2(16.6)

2.1(1.7)

515.1(476.4)

6 16.8(16.6)

(木) 20.1(19.8)

2.3(2.0)

527.5(486.3)

7 21.8(20.6)

(金) 16.4(16.8)

2.8(2.3)

559.9(512.2)

11 20.5(19.6)

(火) 22.7(21.8)

1.7(1.5)

592.5(538.3)

12 18.4(17.9)

(水) 23.8(22.7)

2.2(1.8)

498.1(462.8)

13 20.6(19.7)

(木) 16.9(17.2)

1.6(1.4)

518.5(479.1)

14 17.2(16.9)

(金) 13.4(14.3)

1.9(1.6)

617.6(558.4)

17 18.9(18.2)

(月) 20.0(19.7)

2.5(2.1)

612.0(553.9)

18 26.7(24.5)

(火) 23.7(22.6)

2.6(2.2)

559.4(511.8)

19 21.2(20.1)

(水) 17.5(17.7)

1.7(1.4)

647.2(582.1)

20 22.7(21.3)

(木) 16.2(16.6)

3.1(2.5)

567.9(518.7)

21 21.3(20.2)

(金) 19.9(19.6)

1.6(1.4)

517.7(478.5)

24 17.8(17.4)

(月) 12.2(13.4)

2.5(2.1)

603.6(547.2)

25 21.7(20.5)

(火) 21.2(20.6)

2.5(2.1)

585.6(532.8)

26 21.1(20.1)

(水) 19.9(19.6)

1.8(1.5)

520.8(481.0)

27 19.0(18.4)

(木) 15.8(16.3)

2.0(1.7)

638.7(575.2)

28 27.3(25.0)

(金) 25.9(24.4)

2.5(2.1)

541.7(497.7)

31 18.7(18.2)

(月) 14.3(15.1)

2.7(2.3)

エネルギー 554（508）

給与栄養目標量 たんぱく質 18.0（16.5）

脂質 17.2（15.8）

塩分 2.0（1.7）

エネルギー 556（509）

平均給与所要量 たんぱく質 20.4（19.5）

脂質 18.2（18.2）

塩分 2.2（1.8）

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、マカロニきなこ
（黒蜜ソース）

ぶどうぱん
かれいのチーズパン粉焼き
小松菜ソテー
オニオンスープ

牛乳

ぶどうパン、○米、パン粉、
オリーブ油、○バター、油

○牛乳、◎牛乳、からすがれ
い、鶏肉、ベーコン、○米み
そ、粉チーズ

こまつな、にんじん、たまね
ぎ、チンゲンサイ、しめじ、
○コーン、にんにく、パセ
リ、しょうが

しょうゆ、食塩、酒、洋
風スープ

牛乳
みそバター焼きおにぎり

カレーピラフ
じゃが芋きんぴら
はるさめスープ
フルーツのゼリーがけ

牛乳

米、じゃがいも、○マカロ
ニ、○てんさい糖、てんさい
糖、○黒砂糖、はるさめ、
油、ごま油

○牛乳、◎牛乳、ツナ、○き
な粉、ゼラチン

たまねぎ、にんじん、みかん
缶、パイン缶、もも缶（白
桃）、ピーマン、コーン、グ
リンピース、わかめ

酒、しょうゆ、食塩、中
華だし、ブイヨン、カ
レー粉、○食塩

牛乳、フレンチフライ

七草風ごはん
鶏の照り焼き
ごぼうサラダ
かきたま汁（小松菜）

牛乳

米、○食パン、○てんさい
糖、マヨネーズ、○バター、
片栗粉、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、卵、
しらす

ごぼう、にんじん、だいこ
ん、こまつな、かぶ・葉、か
ぶ、ねぎ、きゅうり、ごま、
コーン、しょうが

しょうゆ、酒、みりん、
食塩

牛乳、シュガートースト

ジャージャー麺
コーンサラダ
中華スープ
みかん

牛乳

焼きそばめん、○じゃがい
も、○油、てんさい糖、油、
ごま油、片栗粉

○牛乳、◎牛乳、豚肉、米み
そ

みかん、たまねぎ、たけの
こ、キャベツ、にんじん、チ
ンゲンサイ、えのきたけ、
コーン、きゅうり、干ししい
たけ、○あおのり

しょうゆ、りんご酢、中
華スープ、食塩、○食塩

牛乳、二色おはぎ

麻婆どうふ丼
青菜と春雨のナムル
中華コーンスープ
バナナ

牛乳

米、○バター、○小町ふ、○
てんさい糖、ごま油、はるさ
め、片栗粉、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、豆腐、豚
肉、卵、米みそ

バナナ、ほうれんそう、ク
リームコーン缶、たまねぎ、
ねぎ、にんじん、えのきた
け、にら、たけのこ、しょう
が、ごま、にんにく

しょうゆ、食塩、中華
スープ

牛乳、お麩ラスク

食パン
タンドリーチキン
ポテトサラダ
ミネストローネ

牛乳

食パン、じゃがいも、○米、
○もち米、マヨネーズ、○砂
糖、○てんさい糖、油

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、ヨー
グルト、ハム、ベーコン、○
きな粉

にんじん、キャベツ、たまね
ぎ、きゅうり、カットトマト
缶、コーン、セロリ、○ご
ま、にんにく、しょうが

ケチャップ、食塩、酒、
りんご酢、ブイヨン、カ
レー粉、○食塩

牛乳、焼うどん

菜めし（人参入り）
炒り鶏
ブロッコリーのおかか和え
きゃべつのみそ汁
オレンジ

牛乳

米、じゃがいも、○小麦粉、
○無塩バター、○粉糖、油、
三温糖

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、米み
そ、○卵

にんじん、オレンジ、たまね
ぎ、ブロッコリー、キャベ
ツ、ごぼう、たけのこ、グリ
ンピース、えのきたけ、干し
しいたけ

しょうゆ、酒、みりん

牛乳、プレーンクッキー

ごはん
かじきのおろしあん
小松菜納豆和え　トマト
きのこのすまし汁

牛乳

米、○うどん、油、片栗粉、
○油、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、めかじき、
納豆、○ツナ

トマト、だいこん、こまつ
な、○はくさい、しめじ、え
のきたけ、○たまねぎ、ね
ぎ、○にんじん、にんじ
ん、、あおのり

しょうゆ、○しょうゆ、
酒、食塩、りんご酢

牛乳、マシュマロフレーク

ロールパン
白身魚のステーキ
スパサラダ
卵とコーンのスープ（かぼちゃ）

牛乳

ロールパン、○小麦粉、スパ
ゲティ、片栗粉、油、マヨ
ネーズ、○油、○片栗粉、て
んさい糖、○てんさい糖、○
ごま油

○牛乳、◎牛乳、からすがれ
い、卵、○ツナ油漬缶、鶏
肉、ハム

クリームコーン缶、かぼ
ちゃ、たまねぎ、キャベツ、
○にんじん、○にら、きゅう
り、にんじん、コーン

ケチャップ、りんご酢、
しょうゆ、○しょうゆ、
○りんご酢、食塩、洋風
スープ、○食塩、パプリ
カ粉

牛乳、チヂミ

カレーライス（豚）
ツナわかめサラダ
白菜ときのこのスープ
黄色の野菜ゼリー

牛乳

精白米、じゃがいも、○コー
ンフレーク、○バター、てん
さい糖、油、ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚肉、ツ
ナ、ゼラチン

野菜生活　黄色の野菜、キャ
ベツ、はくさい、たまねぎ、
にんじん、しめじ、ねぎ、わ
かめ、にんにく、しょうが

カレールウ、りんご酢、
食塩、しょうゆ、洋風
スープ

牛乳、カカオボール

しょうゆ油ラーメン
大根サラダ
トマト
りんご

牛乳

生中華めん、○米、マヨネー
ズ、油、てんさい糖、ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚肉、ツナ りんご、もやし、だいこん、
にんじん、トマト、キャベ
ツ、コーン、にら、きゅう
り、レモン、ごま、、にんに
く、しょうが

しょうゆ、中華だし、食
塩

牛乳、菜飯おにぎり

麦ごはん　鶏の生姜焼き
人参のシリシリー
にら納豆和え
大根のみそ汁

牛乳

○さつまいも、米、○てんさ
い糖、押麦、○バター、油、
てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、納
豆、○脱脂粉乳、米みそ、ツ
ナ

だいこん、にんじん、はくさ
い、ねぎ、たまねぎ、しらた
き、にら、しょうが、ごま、
わかめ、あおのり

しょうゆ、本みりん、酒

牛乳、きな粉あげぱん

人参ライス
鶏クリームソース
キャベツの胡麻マヨネーズあえ
もやしときのこのスープ
バナナ

牛乳

米、○干しそうめん、小麦
粉、マヨネーズ、バター、
油、○砂糖

○牛乳、◎牛乳、牛乳、鶏
肉、○鶏肉、ちくわ

バナナ、キャベツ、もやし、
かぼちゃ、にんじん、しめ
じ、○ねぎ、ねぎ、○にんじ
ん、コーン、ごま、○干しし
いたけ、パセリ

○しょうゆ、食塩、○
酒、ブイヨン、しょう
ゆ、○食塩 牛乳、にゅう麺

ごはん
鮭のちゃんちゃん焼き
粉ふき芋
ブロッコリーのマヨネーズあえ
お麩のみそ汁

牛乳

米、じゃがいも、○ロールパ
ン、マヨネーズ、○油、○粉
糖、てんさい糖、油、焼ふ、
片栗粉

○牛乳、◎牛乳、さけ、米み
そ、○きな粉

ブロッコリー、たまねぎ、に
んじん、キャベツ、もやし、
こまつな、コーン、えのきた
け、あおのり

酒、みりん、しょうゆ、
食塩

牛乳、レーズンスコーン

ごはん
かじきの和風フライ
きんぴらごぼう
もやしのカレーサラダ
わかめみそ汁

牛乳

米、○小麦粉、○てんさい
糖、○バター、小麦粉、油、
パン粉、油、○粉糖、ごま
油、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、かじき、○
卵、ハム、米みそ

緑豆もやし、はくさい、にん
じん、ごぼう、○バナナ、
きゅうり、ねぎ、ごま、わか
め、○レモン

しょうゆ、みりん、りん
ご酢、カレー粉

牛乳、バナナケーキ

わかめごはん
豆腐ハンバーグ（きのこ）
ほうれん草のサラダ
むらくも汁

牛乳

米、○小麦粉、○バター、パ
ン粉、○てんさい糖、油、片
栗粉、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、豆
腐、卵、豆乳、○豆乳、しら
す

ほうれんそう、たまねぎ、に
んじん、チンゲンサイ、しめ
じ、しいたけ、えのきたけ、
○干しぶどう、コーン、ごま

しょうゆ、本みりん、り
んご酢、食塩

牛乳、ジャムサンド
（ブルーベリー）

ロールパン
鶏のバーベキューソース
マカロニサラダ
ポトフ

牛乳

ロールパン、○米、マカロ
ニ、マヨネーズ、片栗粉、
油、○油、てんさい糖、○て
んさい糖

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、ウイ
ンナー、○鶏肉、鶏肉、ツナ

だいこん、キャベツ、にんじ
ん、きゅうり、たまねぎ、
コーン、りんご、ねぎ、しょ
うが、レモン、にんにく

酒、しょうゆ、○しょう
ゆ、食塩、○酒、洋風
スープ、○食塩 牛乳、そぼろおにぎり

小松菜とエリンギご飯
れんこんのはさみ焼き
かぼちゃのごま和え
豆腐となめこのみそ汁

牛乳

米、○食パン、○バター、片
栗粉、てんさい糖、油

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、豆
腐、ベーコン、米みそ

かぼちゃ、れんこん、こまつ
な、ねぎ、なめこ、にんじ
ん、○ブルーベリージャム、
エリンギ、ごま、ひじき、
しょうが

しょうゆ、みりん、本み
りん、食塩

　※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。　

　※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。

野菜果物ジュース
ソース焼きそば

　【1月7日　七草がゆ】
セリ、ナズナ、ゴギョウ、ハコベラ、ホトケノザ、スズナ（かぶ）、スズシロ（だいこん）を入れたお粥を食べて
一年間の無病息災を祈る節句です。
本来なら七草を入れたいのですが・・・去年、3時のおやつに提供したところ、子どもたちには不人気でした。
今年は食べやすい野菜を入れて七草風ごはんにしました。みんな食べてくれると嬉しいです。

ハヤシライス
ハムコーンサラダ
春雨白菜のスープ
カップヨーグルト

牛乳

米、○焼きそばめん、油、は
るさめ、○油、油、ごま油

◎牛乳、ヨーグルト、豚肉、
○豚肉、ハム

○野菜ジュース、たまねぎ、
キャベツ、カットトマト缶、は
くさい、きゅうり、○キャベ
ツ、しめじ、○もやし、にんじ
ん、コーン、○にんじん、グリ
ンピース

ハヤシルウ、○中濃ソー
ス、りんご酢、しょう
ゆ、食塩、洋風スープ


