
日付 給食 3時 からだの血や肉になるもの からだの熱や力になるもの 体の調子をととのえるもの
ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質
脂質

1(木)
ミートスパゲティ,ポテトサラダ,牛乳 するめ,一口

チーズ
豚ひき肉,チーズ(ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝ),ハ
ム（ロース）,牛乳,するめ,一口
チーズ

スパゲティ,サラダ油,じゃがい
も,マヨネーズ（卵黄型）

たまねぎ,にんじん,パセリ,
きゅうり,とうもろこし(ﾎ-ﾙｶ-ﾈ
ﾙ)

564kcal
23.3g
23.8g

2(金)
白い食卓ロール,魚の竜田揚げ,ご
ぼうサラダ,トマト,野菜スープ,牛乳

コーンフレーク ホキ,ツナ缶(油漬ﾌﾚｰｸ)ﾗｲﾄ,
ベーコン(豚),鶏卵（全卵・生）,
牛乳

白い食卓ロール,かたくり粉,
マヨネーズ（卵黄型）,コーンフ
レーク,フルーツグラノーラ

しょうが,ごぼう,にんじん,きゅ
うり,とうもろこし(ﾎ-ﾙｶ-ﾈﾙ),ト
マト,チンゲンサイ,たまねぎ,も
やし（緑豆）

541kcal
21.0g
26.2g

3(土)
中華丼,春雨サラダ,プリン,牛乳 せんべい 豚もも･脂付,ハム（ロース）,牛

乳
米・精白米,はるさめ(緑豆),マ
ヨネーズ（卵黄型）,せんべい

たけのこ(ゆで),しいたけ（干、
乾）,にんじん,たまねぎ,はくさ
い,チンゲンサイ,とうもろこし
(ﾎ-ﾙｶ-ﾈﾙ),きゅうり

512kcal
15.8g
15.2g

5(月)
ごはん,野菜ふりかけ,肉じゃが,具
だくさん汁,オレンジ,お茶

スティックパン,
牛乳

豚肩ﾛｰｽ･脂付,かつお節,生
揚げ,豚もも･脂付,牛乳（おや
つ）

米・精白米,じゃがいも,しらた
き,三温糖,里芋,スティックパ
ン

にんじん,たまねぎ,さやえん
どう,えのきたけ,ねぎ（葉ね
ぎ）,オレンジ(バレンシア)

608kcal
23.9g
22.4g

6(火)
バターロールパン,いかの香味揚
げ,キャベツのごまネーズ和え,トマ
ト,スープヌードル,牛乳

しるこスティック いかの香味揚げ,竹輪(焼き
竹輪),ベーコン(豚),牛乳

バターロールパン,すりいりご
ま,マヨネーズ（卵黄型）,はる
さめ

キャベツ,とうもろこし(ﾎ-ﾙｶ-
ﾈﾙ),トマト,たまねぎ,にんじん,
チンゲンサイ

506kcal
18.4g
29.1g

7(水)
とうもろこしご飯,魚の利休揚げ,ブ
ロッコリーのおかか和え,豚汁,お茶

さつま芋蒸しパ
ン

ホキ,かつお節,豆腐(木綿),豚
もも･脂付,カットわかめ,みそ
(米) 赤色辛みそ,鶏卵（全卵・
生）,牛乳

ごはん,三温糖,かたくり粉,白
ゴマ,さつまいも,薄力粉(１等),
マーガリン(ｿﾌﾄﾀｲﾌﾟ）

とうもろこし(ﾎ-ﾙｶ-ﾈﾙ),ブロッ
コリー,ごぼう,大根

418kcal
21.6g
7.2g

8(木)
七分付き玄米,ごましお,さつま芋と
鶏肉の甘辛煮,けんちん汁,お茶

ポップコーン,ま
めぴよ

鶏もも皮なし(若鶏),生揚げ,
鶏もも皮つき(若鶏),かつお節

米・七分つき米,さつまいも,か
たくり粉,三温糖,すりいりごま,
こんにゃく(板),とうもろこし(玄
穀)

しょうが,大根,ねぎ（葉ねぎ） 519kcal
26.1g
13.7g

9(金)
米粉ロールパン,クリームシチュー,
マカロニサラダ,トマト,牛乳

するめ,一口
チーズ,ヤクルト

鶏もも皮つき(若鶏),牛乳,生
クリーム,豆乳(調製),ハム
（ロース）,するめ,一口チーズ

米粉のロールパン,じゃがい
も,さつまいも,マカロニ(乾),マ
ヨネーズ（卵黄型）,すりいりご
ま

にんじん,たまねぎ,しめじ(ぶ
なしめじ),マッシュルーム(ゆ
で),ほうれんそう,トマト

509kcal
23.0g
24.7g

10(土)
焼きうどん,青菜の和え物,プリン,牛
乳

せんべい 豚もも･脂付,かまぼこ(蒸し),
牛乳

うどん(ゆで),せんべい キャベツ,にんじん,たまねぎ,
こまつな,もやし（大豆）

366kcal
13.2g
9.4g

13(火)
カレーライス,コールスローサラダ,
牛乳

ヨーグルト 牛乳,豚ロース･脂付,ハム
（ロース）

米・精白米,じゃがいも,サラダ
油,三温糖

にんじん,たまねぎ,ﾏｯｼｭﾙ-ﾑ
(水煮缶詰),オクラ,なす,キャ
ベツ,きゅうり,レーズン

481kcal
14.5g
14.7g

14(水)
親子うどん,ちくわの磯辺揚げ,お茶 プリン 鶏もも皮つき(若鶏),油あげ,

なると,鶏卵（全卵・生）,かつ
お節,竹輪(焼き竹輪),あおの
り(素干し)

うどん(ゆで),小麦(国産)･玄
穀

万能ねぎ,しいたけ（干、乾）,
にんじん,ほうれんそう

392kcal
18.2g
14.5g

15(木)
ごはん,ごましお,豚肉のしょうが焼
き,みそ汁,お茶

ゼリー 豚肩ﾛｰｽ･脂付,生揚げ,みそ
(米) 赤色辛みそ,かつお節

米・精白米 たまねぎ,ピーマン,にんじん,
しょうが,なす,大根,ねぎ（葉ね
ぎ）,えのきたけ,ゼリー

373kcal
13.4g
10.5g

16(金)
ごはん,野菜ふりかけ,魚の煮つけ,
ほうれん草のしらす和え,のっぺい
汁,お茶

プリン 赤魚,しらす干し,生揚げ,削り
節

米・精白米,三温糖,こんにゃく
(板)

しょうが,ほうれんそう,もやし
（緑豆）,にんじん,ごぼう,大根

397kcal
24.8g
7.1g

17(土)
ハヤシライス（土）,ポパイサラダ,プ
リン,牛乳

せんべい 豚肩ﾛｰｽ･脂付,ツナ缶(油漬ﾌ
ﾚｰｸ)ﾗｲﾄ,牛乳

米・精白米,じゃがいも,マヨ
ネーズ（卵黄型）,せんべい

にんじん,たまねぎ,マッシュ
ルーム(ゆで),ほうれんそう,と
うもろこし(ﾎ-ﾙｶ-ﾈﾙ)

598kcal
15.1g
21.9g

19(月)
食パン,イチゴジャム,ポークビーン
ズ,ブロッコリーとちくわのサラダ,バ
ナナ,牛乳

小豆バタース
ティックパン,ヤ
クルト

大豆(水煮缶詰),豚もも･脂付,
竹輪(焼き竹輪),牛乳

食パン,じゃがいも,三温糖,ご
まドレッシング,小豆バタース
ティックパン

いちごジャム,たまねぎ,にん
じん,トマト,パセリ,ブロッコ
リー,とうもろこし(ﾎ-ﾙｶ-ﾈﾙ),
バナナ

629kcal
21.8g
14.8g

20(火)
黒糖ロールパン,一口カツ,せん野
菜,トマト,ミルクスープ,牛乳

かっぱえびせ
ん

鶏もも皮つき(若鶏),鶏卵（全
卵・生）,ツナ缶(油漬ﾌﾚｰｸ)ﾗｲ
ﾄ,牛乳,生クリーム

黒糖ロールパン,薄力粉(１
等),パン粉,サラダ油,マヨネー
ズ（卵黄型）,じゃがいも

きゅうり,大根,とうもろこし(ﾎ-
ﾙｶ-ﾈﾙ),トマト,たまねぎ,にん
じん,チンゲンサイ,パセリ

563kcal
19.1g
28.7g

21(水)
ドライカレー,ポテトとウインナーの
スープ,きゅうりとコーンのサラダ,お
茶

パンナコッタ 豚ひき肉,チーズ(ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝ),
ｿｰｾｰｼﾞ（ｳｲﾝﾅｰ）,ツナ缶(油
漬ﾌﾚｰｸ)ﾗｲﾄ,ゼラチン,牛乳,
生クリーム

米・精白米,じゃがいも,コーン
ドレッシング,三温糖

たまねぎ,にんじん,ピーマン,
レーズン,チンゲンサイ,もやし
（大豆）,キャベツ,きゅうり,とう
もろこし(ﾎ-ﾙｶ-ﾈﾙ)

548kcal
16.3g
26.4g

22(木)
冷やし中華,ちくわの磯辺揚げ,オレ
ンジ,お茶

するめ,一口
チーズ,まめぴ
よ

ツナ缶(油漬ﾌﾚｰｸ)ﾗｲﾄ,竹輪
(焼き竹輪),あおのり(素干し),
するめ,一口チーズ

中華めん(ゆで),マヨネーズ
（卵黄型）,ごま油,小麦(国
産)･玄穀

キャベツ,とうもろこし(ﾎ-ﾙｶ-
ﾈﾙ),にんじん,オレンジ(バレ
ンシア)

434kcal
16.0g
18.7g

23(金)
ひじきごはん,小松菜の和え物,み
そ汁,お茶

コーンフレーク 油あげ,かつお節,生揚げ,み
そ(米) 赤色辛みそ,牛乳

米・精白米,サラダ油,コーンフ
レーク,フルーツグラノーラ

おかひじき,にんじん,さやえ
んどう,こまつな,もやし（大
豆）,なす,大根,ねぎ（葉ねぎ）,
えのきたけ

428kcal
16.3g
13.9g

24(土)
タコライス,ポテトサラダ,プリン,牛乳 せんべい 豚ひき肉,牛乳 米・精白米,じゃがいも,マヨ

ネーズ（全卵型）,せんべい
たまねぎ,キャベツ,トマト,にん
じん,きゅうり

601kcal
13.8g
22.9g

26(月)
七分付き玄米,すき焼き風煮物,
キャベツの中華風サラダ,お茶

ミルクスティック
パン,牛乳

豚肩ﾛｰｽ･脂付,焼き豆腐,な
ると,鶏卵（全卵・生）,しらす干
し,牛乳（おやつ）

米・七分つき米,しらたき,三温
糖,ミルクスティックパン

しいたけ(原木)・生,はくさい,
葉たまねぎ,キャベツ,きゅうり,
とうもろこし(ﾎ-ﾙｶ-ﾈﾙ)

574kcal
24.9g
18.3g

27(火)
白い食卓ロール,鶏肉のごま風味
揚げ,いんげんのごまネーズ和え,
卵スープ,トマト,牛乳

ヤクルト,バー
ムクーヘン

鶏もも皮つき(若鶏)から揚げ,
ツナ缶(油漬ﾌﾚｰｸ)ﾗｲﾄ,鶏卵
（全卵・生）,豆腐(絹ごし),カッ
トわかめ,牛乳

白い食卓ロール,ごま（いりご
ま）,マヨネーズ（卵黄型）

さやいんげん,とうもろこし(ﾎ-
ﾙｶ-ﾈﾙ),かぶ・根,にんじん,ト
マト

554kcal
24.2g
26.9g

28(水)
キッズビビンバ,さつま芋のレモン
煮,バナナ,お茶

フルーツヨーグ
ルト

豚ひき肉,うずら卵(水煮缶
詰),ヨーグルト(プレーン)

米・精白米,ごま油,サラダ油,
さつまいも,三温糖

ねぎ（葉ねぎ）,しょうが,もやし
（大豆）,にんじん,ほうれんそ
う,レモン(果汁),バナナ,ﾊﾟｲﾅｯ
ﾌﾟﾙ(缶詰),みかん缶詰(果肉),

489kcal
13.4g
13.4g

29(木)
焼きそば,パンプキンサラダ,牛乳 ホットケーキ 豚もも･脂付,かまぼこ(蒸し),

いか,ハム（ロース）,牛乳,鶏
卵（全卵・生）,きな粉

焼きそば麺,サラダ油,さつま
いも,マヨネーズ（卵黄型）,薄
力粉(１等),三温糖,マーガリン
(ｿﾌﾄﾀｲﾌﾟ）,はちみつ

キャベツ,もやし（大豆）,にん
じん,ピーマン,かぼちゃ,きゅう
り

467kcal
18.2g
19.1g

30(金)
レーズンロールパン,揚げ魚のレモ
ン風味,れんこんサラダ,カレースー
プ,牛乳

するめ,一口
チーズ,まめぴ
よ

赤魚,ハム（ロース）,ｿｰｾｰｼﾞ
（ｳｲﾝﾅｰ）,牛乳,するめ,一口
チーズ

レーズンロールパン,かたくり
粉,三温糖,サラダ油,マヨネー
ズ（卵黄型）

レモン(果汁),れんこん,にんじ
ん,たまねぎ,パセリ

535kcal
21.6g
25.0g

31(土)
カレーうどん,青菜の和え物,プリン,
牛乳

せんべい かつお節,豚もも･脂付,油あ
げ,牛乳

うどん(ゆで),せんべい にんじん,たまねぎ,ねぎ（葉ね
ぎ）,こまつな,もやし（大豆）

399kcal
15.7g
16.5g

月平均栄養価　　　エネルギー   500kcal　　　たんぱく質   19.0g　　　脂質   18.7g

令和元年 8月     　献立表　幼児
へきなんこども園

※献立表の内容を変更しました。食事の材料やカロリーなどを詳しくお知らせしています。
*材料の都合により変更する場合がありますので、ご了承下さい。
*砂糖は、漂白していない三温糖・塩は、天然塩を使用しています。

 ※年長児が園庭で採れた、やまもも・ジュンベリー・ブラックベリーでジャム作りをします。
29日ホットケーキは年長児が焼いてくれ、手作りジャムをつけて食べます。


