
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

575.4(524.7)

1 22.3(21.0)

(火) 19.7(19.4)

2.0(1.7)

594.3(539.7)

2 20.2(19.3)

(水) 19.6(19.3)

1.8(1.6)

545.0(500.3)

4 24.1(22.4)

(金) 15.5(16.1)

2.7(2.3)

563.4(515.0)

7 20.5(19.6)

(月) 19.9(19.6)

2.3(2.0)

546.1(501.2)

8 24.6(22.9)

(火) 19.2(19.0)

1.9(1.6)

580.2(528.5)

9 17.8(17.4)

(水) 20.9(20.4)

1.8(1.5)

591.6(537.6)

10 26.3(24.2)

(木) 20.6(20.1)

2.8(2.3)

609.5(551.9)

11 21.2(20.1)

(金) 19.9(19.6)

1.5(1.3)

550.9(505.0)

14 24.6(22.8)

(月) 18.8(18.7)

1.5(1.3)

695.9(621.0)

15 22.8(21.4)

(火) 27.8(25.9)

2.0(1.7)

624.5(563.9)

16 23.0(21.6)

(水) 23.1(22.1)

2.0(1.7)

629.6(568.0)

17 21.7(20.5)

(木) 21.9(21.1)

2.3(2.0)

534.9(492.2)

18 17.1(16.8)

(金) 17.4(17.5)

1.8(1.5)

518.9(479.4)

21 17.7(17.3)

(月) 19.6(19.3)

1.8(1.5)

618.6(559.2)

22 25.0(23.2)

(火) 21.8(21.1)

2.1(1.8)

503.4(467.0)

24 18.8(18.2)

(木) 12.1(13.3)

1.5(1.3)

587.3(534.2)

25 24.0(22.4)

(金) 24.2(23.0)

2.1(1.7)

547.3(502.1)

28 18.8(18.2)

(月) 20.4(20.0)

1.9(1.6)

475.7(444.9)

29 21.2(20.2)

(火) 14.6(15.3)

1.8(1.5)

533.9(479.6)

30 15.5(14.9)

(水) 15.3(15.9)

3.0(2.4)

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 569（519）

平均給与所要量 たんぱく質 21.1（20.0）

脂質 19.5（19.2）

塩分 2.0（1.7）

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
チヂミ

ホイコーロー丼
切干わかめツナサラダ

わんたんスープ
バナナ

牛乳

米、○小麦粉、○砂糖、○バ
ター、ワンタンの皮、油、片
栗粉、てんさい糖、○粉糖、
ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚肉、○
卵、○おから、ツナ、みそ

バナナ、キャベツ、こまつ
な、○にんじん、ピーマン、
にんじん、たけのこ、えのき
たけ、ねぎ、切干だいこん、
わかめ、にんにく、しょうが

しょうゆ、酒、りんご
酢、食塩 牛乳

おからと人参のケーキ

ごはん
鶏の生姜焼き

ひじきの炒め煮
卵とコーンのスープ

牛乳

米、○小麦粉、○油、○片栗
粉、油、片栗粉、てんさい
糖、○てんさい糖、○ごま油

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、
卵、○ツナ、ツナ

クリームコーン缶、かぼ
ちゃ、たまねぎ、にんじん、
○にんじん、○にら、たけの
こ、ひじき、グリンピース、
しょうが、ごま

しょうゆ、酒、○しょう
ゆ、本みりん、○りんご
酢、食塩、洋風スープ、
○食塩

牛乳
じゃが芋のチーズ焼き

じゃこと小松菜のご飯
鶏肉の照り焼き
切干大根の甘酢

豆腐と揚げのみそ汁

牛乳

米、○小麦粉、○てんさい
糖、○バター、油、片栗粉、
てんさい糖、○粉糖、ごま油

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、豆
腐、○卵、みそ、ちりめん
じゃこ、油揚げ

○バナナ、にんじん、ねぎ、
こまつな、きゅうり、切り干
しだいこん、しょうが、○レ
モン

しょうゆ、酒、みりん、
食塩、りんご酢 牛乳

バナナケーキ

五目鶏飯　かれいの香味焼き
はるさめともやしのソテー

きゅうりの昆布あえ
豆腐とわかめのすまし汁

牛乳

○じゃがいも、米、はるさ
め、○バター、油、てんさい
糖、ごま油

○牛乳、◎牛乳、からすが
れい、豆腐、鶏肉、○チー
ズ、油揚げ

きゅうり、もやし、○コー
ン、コーン、にんじん、ね
ぎ、ごぼう、グリンピース、
塩こんぶ、干ししいたけ、ご
ま、わかめ、○パセリ

しょうゆ、酒、食塩、本
みりん、○食塩、○こ
しょう

牛乳
こぎつねおにぎり

ドライカレーライス
ハムコーンサラダ

ほうれん草とわかめのスープ
りんご

牛乳

米、○さつまいも、○てんさ
い糖、油、○油、油、ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚肉、ハ
ム

りんご、たまねぎ、キャベ
ツ、にんじん、ほうれんそ
う、きゅうり、ねぎ、コー
ン、○ごま、わかめ

中濃ソース、ケチャッ
プ、りんご酢、食塩、○
みりん、中華スープ、カ
レー粉、○しょうゆ

牛乳
大学芋

食パン
かれいトマトソースかけ

大根サラダ　　野菜スープ
オレンジ

牛乳

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

○牛乳、◎牛乳、からすが
れい、豚肉、ツナ、○油揚
げ

オレンジ、たまねぎ、だいこ
ん、にんじん、ホールトマト
缶詰、きゅうり、○にんじ
ん、チンゲンサイ、レモン、
ごま、にんにく、しょうが

ケチャップ、○しょう
ゆ、食塩、○酒、洋風
スープ、○食塩

牛乳
コーンチーズトースト

ごはん
豆腐の五目煮
お魚の焼売

かきたま汁（小松菜）

牛乳

米、○小麦粉、○バター、
しゅうまいの皮、○てんさい
糖、てんさい糖、片栗粉、
油、ごま油

○牛乳、◎牛乳、豆腐、白
身魚すり身、豚肉、卵、○
豆乳

たまねぎ、にんじん、たけの
こ、しらたき、こまつな、ね
ぎ、○干しぶどう、グリン
ピース、干ししいたけ、コー
ン、しょうが

しょうゆ、酒、食塩

牛乳
レーズンスコーン

ソース焼きそば
ささみサラダ
中華スープ

元気ヨーグルト

牛乳

焼きそばめん、○食パン、○
マヨネーズ、油、ごま油、て
んさい糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉、鶏
ささ身、○チーズ

キャベツ、にんじん、たまね
ぎ、○コーン、きゅうり、も
やし、チンゲンサイ、えのき
たけ、ごま

中濃ソース、りんご酢、
しょうゆ、食塩、中華
スープ

牛乳
きな粉棒

ポップコーン

【七五三祝いメニュー】
お赤飯　鶏のから揚げ

マカロニサラダ
麺入りすまし汁　　みかん

牛乳

米、○食パン、もち米、マカ
ロニ、片栗粉、マヨネーズ、
油、うどん、花ふ、○グラ
ニュー糖

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、○
生クリーム、ツナ、あずき
（乾）

みかん、きゅうり、ねぎ、
コーン、○パイン缶、えのき
たけ、○みかん缶、にんじ
ん、たまねぎ、ごま、にんに
く、しょうが

しょうゆ、食塩、酒

牛乳
フルーツサンド

ごはん
鶏つくねのあんかけ

小松菜納豆和え
大根となめこのみそ汁

牛乳

米、○水あめ、○てんさい
糖、片栗粉、○ポップコー
ン、油、○油、砂糖

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、納
豆、○きな粉、みそ

こまつな、ねぎ、だいこん、
なめこ、にんじん、ごぼう、
あおのり

しょうゆ、酒、食塩、○
食塩

牛乳
マカロニきなこ
（黒蜜ソース）

カレーライス
キャベツの胡麻マヨネーズあえ

白菜とわんたんスープ
フルーツヨーグルト

牛乳

米、じゃがいも、○ロールパ
ン、マヨネーズ、ワンタンの
皮、○油、○粉糖、油、ごま
油

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、
ヨーグルト、ちくわ、○き
な粉

バナナ、キャベツ、たまね
ぎ、みかん缶、にんじん、は
くさい、しめじ、ねぎ、ご
ま、にんにく、しょうが

カレールウ、しょうゆ、
食塩 牛乳

あげぱん

芋ごはん
鮭のもみじ焼き

小松菜ソテー　　豚汁
りんご

牛乳

米、じゃがいも、さつまい
も、○マカロニ、マヨネー
ズ、○てんさい糖、○黒砂
糖、油

○牛乳、◎牛乳、さけ、豚
肉、みそ、ベーコン、○き
な粉、油揚げ

りんご、こまつな、にんじ
ん、たまねぎ、しめじ、ね
ぎ、ごぼう、ごま

酒、しょうゆ、食塩、○
食塩

牛乳
バナナ春巻き

わかめごはん
ひりゅうず

人参のシリシリー
玉ねぎのみそ汁

牛乳

米、○食パン、サラダ油、押
麦、片栗粉、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、豆腐、鶏
肉、みそ、ツナ

にんじん、もやし、たまね
ぎ、キャベツ、○ブルーベ
リージャム、しらたき、ひじ
き、ごま、しょうが

しょうゆ
牛乳

ジャムサンド
（ブルーベリー）

手作りふりかけごはん
ぎせい豆腐

きんぴらごぼう
みそ汁（じゃが芋・ねぎ）

牛乳

米、じゃがいも、○春巻きの
皮、○油、○メープルシロッ
プ、砂糖、油、てんさい糖、
ごま油、片栗粉

○牛乳、◎牛乳、豆腐、
卵、豚肉、みそ、煮干し粉

○バナナ、にんじん、ごぼ
う、ねぎ、いんげん、グリン
ピース、干ししいたけ、ご
ま、あおのり

しょうゆ、みりん、食塩

牛乳
おかかおにぎり

みそ煮込みうどん
かぼちゃのそぼろあんかけ

フルーツポンチ
牛乳

うどん、○さつまいも、砂
糖、片栗粉、油、油

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、鶏
ひき肉、油揚げ、みそ

かぼちゃ、みかん缶、バナ
ナ、だいこん、パイン缶、ね
ぎ、にんじん、しいたけ

しょうゆ、みりん、酒

牛乳
焼き芋

ロールパン
鶏のカラフルチーズピカタ

ポテトサラダ
ミネストローネ　　柿

牛乳

ロールパン、じゃがいも、○
米、マヨネーズ

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、
チーズ、ハム、ベーコン、
○かつお節

かき、にんじん、キャベツ、
たまねぎ、きゅうり、カット
トマト缶、赤、黄パプリカ、
ピーマン、コーン、セロリ

ケチャップ、酒、○しょ
うゆ、りんご酢、洋風
スープ、食塩

牛乳
ミニアメリカンドック

納豆挽き肉どんぶり
焼ビーフン
中華スープ

みかん

牛乳

○じゃがいも、米、○油、
ビーフン、油、ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚ひき
肉、納豆、豚肉

みかん、もやし、たまねぎ、
にんじん、ねぎ、チンゲンサ
イ、えのきたけ、たけのこ、
にんにく、○あおのり

しょうゆ、みりん、食
塩、中華スープ、○食塩 牛乳

フレンチフライ

ごはん
さばのみそ煮

ほうれん草のサラダ
けんちん汁（鶏肉）

牛乳

米、○ホットケーキ粉、○
油、○てんさい糖、てんさい
糖、油、ごま油

○牛乳、◎牛乳、さば、豆
腐、○ウインナー、鶏肉、
○調製豆乳、油揚げ、みそ

ほうれんそう、だいこん、に
んじん、えのきたけ、ねぎ、
ごぼう、コーン、しょうが

しょうゆ、○ケチャッ
プ、りんご酢、ケチャッ
プ、酒、本みりん、食塩

牛乳
二色おはぎ

ケチャップライス
ジャーマンポテト

きゃべつとわかめのスープ
オレンジ

牛乳

米、じゃがいも、○食パン、
○マヨネーズ、○バター、油

◎牛乳、ウインナー、ベー
コン、○しらす干し

オレンジ、たまねぎ、キャベ
ツ、ねぎ、にんじん、コー
ン、グリンピース、わかめ、
パセリ、○あおのり

ケチャップ、食塩、洋風
スープ ジョア（いちご）

じゃこトースト

ぶどうぱん
鮭のチーズパン粉焼き

パインサラダ
オニオンスープ

牛乳

ぶどうパン、○米、○もち
米、パン粉、油、オリーブ
油、○砂糖、○てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、からすが
れい、鶏肉、○きな粉、
チーズ

キャベツ、パイン缶、にんじ
ん、たまねぎ、チンゲンサ
イ、○ごま、にんにく、パセ
リ、しょうが

りんご酢、食塩、しょう
ゆ、酒、洋風スープ、○
食塩

調味料・・・サラダ油適量、しょうゆ大さじ1杯、みりん小さじ2杯、塩0.8ｇ

油で材料を炒めて、調味料で味付けします。茹でて刻んだ小松菜を加えご飯にのせていただきます。

※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。

【11月15日は七五三】
七五三は、子どもの健やかな成長を祝う行事です。元気に大きくなったことを祝福してあげたいですね。
当日はお赤飯を炊いたり、子どもたちの喜ぶメニューでお祝いしたいと思います。

🥄保育園の人気メニュー🥄
【納豆ひき肉どんぶり（4人分）】
材料…豚ひき肉180ｇ、納豆（四角いパック2個くらい）、ねぎ20ｃｍくらい（みじん切り）、ゆでたけのこ30ｇ（みじん切り）


