
2023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

562.7(508.7)

1 22.3(21.0)

(水) 20.1(19.7)

1.7(1.5)

515.4(470.8)

2 19.4(18.7)

(木) 20.9(20.4)

2.3(1.9)

690.5(611.0)

3 22.1(20.9)

(金) 26.5(24.9)

1.9(1.6)

541.9(492.1)

6 20.0(19.2)

(月) 18.6(18.5)

1.8(1.5)

565.2(510.7)

7 20.7(19.7)

(火) 22.3(21.5)

2.7(2.2)

489.8(450.4)

8 21.9(20.7)

(水) 12.4(13.6)

1.8(1.5)

597.3(536.4)

9 24.3(22.6)

(木) 22.0(21.2)

2.3(1.9)

613.8(549.6)

10 19.2(18.6)

(金) 28.4(26.4)

1.6(1.4)

496.2(455.5)

13 21.1(20.0)

(月) 19.8(19.5)

1.8(1.6)

621.7(544.1)

14 21.1(19.3)

(火) 19.9(19.6)

2.5(2.1)

483.9(445.7)

15 22.5(21.2)

(水) 15.1(15.7)

2.2(1.8)

450.7(419.1)

16 18.4(17.9)

(木) 12.2(13.4)

1.8(1.6)

551.4(499.7)

17 20.5(19.6)

(金) 23.1(22.1)

1.8(1.5)

559.4(506.1)

20 16.6(16.4)

(月) 19.2(19.0)

2.4(2.0)

490.1(450.6)

21 21.3(20.2)

(火) 17.8(17.9)

2.1(1.8)

588.1(519.3)

22 20.9(19.3)

(水) 22.9(21.3)

1.6(1.3)

520.6(475.0)

24 19.3(18.6)

(金) 17.9(18.0)

2.7(2.3)

574.8(518.4)

27 20.5(19.6)

(月) 19.9(19.6)

1.5(1.3)

512.4(468.5)

28 20.9(19.9)

(火) 14.1(15.0)

1.8(1.5)

エネルギー 569（524）

給与栄養目標量 たんぱく質 18.5（17.0）

脂質 17.7（16.3）

食塩相当量 2.0（1.7）

エネルギー 549（496）

平均給与所要量 たんぱく質 20.7（19.7）

脂質 19.6（19.3）

※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。 食塩相当量 2.0（1.7）

牛乳
切干ごはんおにぎり

牛乳
お麩ラスク

牛乳
マシュマロフレーク

牛乳
ゆかりごはんおにぎり

牛乳
アップルケーキ

牛乳
コーンチーズトースト

牛乳
焼き芋

牛乳
焼うどん

牛乳
グリーンスコーン

牛乳
ミニアメリカンドック

ジョア（いちご）
米粉のココアケーキ

牛乳
ピザトースト

牛乳
おにぎり

（おかかチーズ）

牛乳

牛乳

牛乳

3時おやつ

牛乳
ペンネナポリタン

牛乳
スイートポテトフライ

牛乳
鬼さんカステラ

牛乳
じゃが芋のチーズ焼き

牛乳
みそ焼きおにぎり

牛乳
ジャムサンド（苺）

牛乳

牛乳

牛乳

牛乳

牛乳

牛乳

牛乳

牛乳

牛乳

牛乳

牛乳

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

牛乳

タンタンメン
切干わかめツナサラダ

りんご

らーめん、○さつまい
も、○油、油、ごま油

○牛乳、◎牛乳、豆乳、
豚肉、米みそ、ツナ

りんご、もやし、キャベ
ツ、トマト、ねぎ、こまつ
な、にんじん、コーン、に
ら、ごま、切り干しだいこ
ん、にんにく、しょうが、

しょうゆ、中華スー
プ、りんご酢、食
塩、○食塩

ごはん　鶏のから揚げ
人参のシリシリー　こふき芋

豆腐とわかめのすまし汁
オレンジ

米、じゃがいも、○ペン
ネ、片栗粉、油、てんさ
い糖

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、
豆腐、豚肉、○ツナ

オレンジ、にんじん、○た
まねぎ、ねぎ、たまねぎ、
しらたき、○コーン、わか
め、あおのり、にんにく、
しょうが

○ケチャップ、しょ
うゆ、○中濃ソー
ス、酒、食塩

ロールパン、○米、マカ
ロニ、小麦粉、バター、
○てんさい糖、油、パン
粉

ドライカレーライス
人参フライ
キャベツの胡麻マヨネーズあえ
わんたんスープ　オレンジゼリー

米、○パン粉、油、小麦
粉、ワンタンの皮、マヨ
ネーズ、てんさい糖、○
砂糖、ごま油、○カステ
ラ

○牛乳、◎牛乳、豚肉、
○豆乳、○生クリーム、
ちくわ、ゼラチン

オレンジ果汁、にんじん、
たまねぎ、キャベツ、えの
きたけ、ねぎ、ごま、わか
め

中濃ソース、ケ
チャップ、しょう
ゆ、食塩、カレー粉

米、さつまいも、○食パ
ン、ながいも、片栗粉、
ごま油

わかめごはん
松風焼き

磯辺さつまいも
むらくも汁

米、○じゃがいも、さつ
まいも、米粉、油、パン
粉、○バター、てんさい
糖、片栗粉

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、
豆腐、○チーズ、米み
そ、卵

にんじん、○コーン、ね
ぎ、グリンピース、干しし
いたけ、ごま、○パセリ、
あおのり

しょうゆ、本みり
ん、食塩、○食塩

○牛乳、◎牛乳、さけ、
鶏肉、豆腐、米みそ、か
つお節

キャベツ、にんじん、ごぼ
う、だいこん、ねぎ、なめ
こ、○いちごジャム、塩こ
んぶ

しょうゆ、本みり
ん、酒、食塩

ロールパン
ツナマカロニグラタン
花菜のカレーマリネ

ほうれん草とわかめのスープ

牛乳

○牛乳、◎牛乳、牛乳、
ツナ、チーズ、○米みそ

たまねぎ、ブロッコリー、
ほうれんそう、カリフラ
ワー、ねぎ、しめじ、コー
ン、○ごま、わかめ、パセ
リ

○本みりん、洋風
スープ、食塩、りん
ご酢、カレー粉

麻婆どうふ丼
カレー春巻き
中華スープ

元気ヨーグルト

米、○うどん、春巻きの
皮、押麦、はるさめ、
油、ごま油、片栗粉、○
油、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、豆腐、
豚肉、ツナ、○ツナ、米
みそ、○かつお節、ヨー
グルト

にんじん、たまねぎ、たけの
こ、○はくさい、チンゲンサ
イ、えのきたけ、ねぎ、にら、
○たまねぎ、○にんじん、干し
しいたけ、しょうが、にんにく

しょうゆ、酒、○
しょうゆ、食塩、中
華スープ、カレー粉

ごはん
さけのふわとろ蒸し
ごぼうのおかか煮

キャベツの昆布和え　さつま汁

ごはん
鶏のみそマヨ焼き

にら納豆和え　トマト
麺入りすまし汁

米、○ホットケーキ粉、
マヨネーズ、○油、干し
うどん、○てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、
納豆、○ウインナー、○
調製豆乳、米みそ

トマト、はくさい、ねぎ、
えのきたけ、にら、、あお
のり

しょうゆ、○ケ
チャップ、酒、食塩

ごはん　鶏肉のキャロット焼き
ブロッコリーサラダ（ハム）

大根となめこのみそ汁
りんご

米、○小麦粉、マヨネー
ズ、○バター、○てんさ
い糖、油

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、
○豆乳、ハム、米みそ

りんご、ブロッコリー、だ
いこん、にんじん、なめ
こ、コーン、ねぎ、こまつ
な、○パセリ

りんご酢、酒、食塩

手作りふりかけごはん
豆腐ハンバーグ（きのこ）
ブロッコリーのおかか和え

かぼちゃのみそ汁

米、○食パン、押麦、パ
ン粉、油、片栗粉

◎牛乳、○牛乳、鶏肉、
豆腐、豆乳、○ツナ、○
チーズ、米みそ、煮干し
粉、かつお節

たまねぎ、ブロッコリー、
かぼちゃ、しめじ、○たま
ねぎ、しいたけ、えのきた
け、にんじん、○コーン、
ごま、あおのり

○ケチャップ、しょ
うゆ、本みりん、食
塩

ハヤシライス
ハムコーンサラダ
オニオンスープ
メローゴールド

米、○米粉、○てんさい
糖、○油、油

◎牛乳、豚肉、○豆乳、
ハム、鶏肉、○ジョア

たまねぎ、メローゴール
ド、キャベツ、カットトマ
ト缶、にんじん、チンゲン
サイ、きゅうり、コーン、
にんにく、しょうが

ハヤシルウ、○りん
ご酢、りんご酢、食
塩、しょうゆ、洋風
スープ、○食塩

カレーうどん
ほうれん草のサラダ

バナナ

（凍）うどん、○米、片
栗粉、油、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉、
油揚げ、○チーズ、○か
つお節

バナナ、ほうれんそう、た
まねぎ、トマト、にんじ
ん、えのきたけ、ねぎ、
コーン

しょうゆ、本みり
ん、りんご酢、○
しょうゆ、食塩、カ
レー粉

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、
ツナ、ベーコン

りんご、ほうれんそう、に
んじん、コーン、たまね
ぎ、ねぎ、えのきたけ、わ
かめ、パセリ、きざみの
り、しょうが

しょうゆ、酒、食
塩、中華スープ

五目鶏飯
白身魚のステーキ

春雨サラダ
切干大根のみそ汁　オレンジ

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

○牛乳、◎牛乳、メル
ルーサ、鶏肉、米みそ、
油揚げ

オレンジ、もやし、こまつ
な、たまねぎ、にんじん、
ごぼう、グリンピース、え
のきたけ、切り干しだいこ
ん、干ししいたけ、ごま

しょうゆ、りんご
酢、本みりん、酒、
パプリカ粉

食パン
鶏肉のマーマレード焼き

スパサラダ（ハム）
野菜スープ

食パン、○米、じゃがい
も、スパゲティ、マヨ
ネーズ、片栗粉、油、て
んさい糖、油

○牛乳、◎牛乳、鶏肉、
豚肉、ハム

たまねぎ、にんじん、キャ
ベツ、きゅうり、マーマ
レード、コーン、チンゲン
サイ、にんにく、しょうが

ケチャップ、しょう
ゆ、食塩、洋風スー
プ

三色どんぶり
ジャーマンポテト

わかめスープ（コーン）
りんご

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

ごはん　さばの竜田揚げ
大根のそぼろ煮

かき玉汁
バナナ

米、○小麦粉、片栗粉、
○てんさい糖、油、○バ
ター、てんさい糖

○牛乳、◎牛乳、さば、
卵、鶏肉、○卵

バナナ、だいこん、○りん
ご（缶詰）、にんじん、ね
ぎ、しょうが

しょうゆ、酒、食塩

牛乳

牛乳

○牛乳、◎牛乳、豚肉、
納豆、ツナ、米みそ、ゼ
ラチン

野菜生活　紫の野菜、だい
こん、キャベツ、たまね
ぎ、にんじん、ねぎ、たけ
のこ、こまつな、きゅう
り、レモン、ごま

しょうゆ、みりん、
食塩

菜めし（人参入り）
ぎせい豆腐

はるさめともやしのソテー
とん汁　みかん

米、○食パン、はるさ
め、○マヨネーズ、砂
糖、油、ごま油、片栗粉

○牛乳、◎牛乳、豆腐、
卵、豚肉、米みそ、○
チーズ

みかん、にんじん、だいこ
ん、○コーン、もやし、こ
まつな、コーン、ねぎ、ご
ぼう、グリンピース、干し
しいたけ

しょうゆ、食塩

食パン(ジャム）
白身魚のコーンフリット

マカロニサラダ
白菜ときのこのスープ

食パン、○米、マカロ
ニ、米粉、コーングリッ
ツ、マヨネーズ、油

○牛乳、◎牛乳、たら、
豆乳、ツナ、○油揚げ

はくさい、きゅうり、しめ
じ、ねぎ、にんじん、○に
んじん、コーン、○切り干
しだいこん、いちごジャム

○しょうゆ、食塩、
○本みりん、洋風
スープ、○酒、カ
レー粉

納豆挽き肉どんぶり
大根サラダ

きゃべつのみそ汁
紫の野菜ゼリー

○さつまいも、米、マヨ
ネーズ、てんさい糖、油

【2月3日　　節分】
◆節分豆の危険性◆　豆まきで使う豆やピーナッツは、飲み込む前に急に気道に入る危険性があります。
消費者庁からも、5歳以下の子どもには硬い豆やナッツ類は食べさせないように、注意喚起されています。

小さく砕いた場合でも、気管に入り込んでしまうと肺炎や気管支炎になるリスクがあります。

※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。　


