令和2年 5月

乳児 献立表
へきなんこども園

日付

10時食
せんべい

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

バターロールパン,こいの せんべい
ぼりハンバーグ,アスパラ
サラダ,豆乳スープ,牛乳
親子うどん,青菜の和え物, せんべい
プリン,牛乳

豚ひき肉,鶏卵（全卵・生）,牛
乳,おから,ベーコン(豚),豆乳
(調製),生クリーム
ジュース
鶏もも皮つき(若鶏),油あげ,な
ると,鶏卵（全卵・生）,かつお
2(土)
節,牛乳
せんべい
焼きそば,マセドアンサラ さつま芋と 豚肩ﾛｰｽ･脂付,かまぼこ(蒸
ダ,バナナ,牛乳
7(木)
チーズの し),チーズ(プロセス),牛乳,ク
リームチーズ,鶏卵（全卵・生）
ケーキ
ココナッツサ 米粉ロールパン,豆腐の真 するめ,一 豆腐(木綿),鶏ひき肉,さくらえ
砂揚げ,やみつききゅうり, 口チーズ, び,しらす干し,鶏卵（全卵・
8(金) ブレ
かぼちゃとチキンのスー まめぴよ
生）,鶏もも皮つき(若鶏),牛乳,
プ,牛乳
ジュース
ハヤシライス（土）,春雨サ せんべい するめ,一口チーズ
豚肩ﾛｰｽ･脂付,ハム（ロー
ラダ,ヨーグルト,牛乳
ス）,牛乳
9(土)

せんべい,バターロールパン, たまねぎ,ｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ(ｸﾞﾘ-ﾝ),に
パン粉,マヨネーズ（卵黄型） んじん,とうもろこし(ﾎ-ﾙｶ-ﾈ
ﾙ),かぼちゃ,チンゲンサイ,
マッシュルーム(ゆで),しめじ
うどん(ゆで),せんべい
万能ねぎ,しいたけ（干、乾）,
にんじん,ほうれんそう,こまつ
な,もやし（大豆）
せんべい,焼きそば麺,サラダ キャベツ,もやし（大豆）,にんじ
油,じゃがいも,さつまいも,マヨ ん,ピーマン,きゅうり,バナナ
ネーズ（全卵型）,マーガリン(ｿ
ﾌﾄﾀｲﾌﾟ）,三温糖,薄力粉(１等) にんじん,ねぎ（葉ねぎ）,きゅう
米粉のロールパン,かたくり
粉,ごま油
り,かぼちゃ,たまねぎ,とうもろ
こし(ｸﾘ-ﾑ状)
米・精白米,じゃがいも,はるさ にんじん,たまねぎ,マッシュ
め(緑豆),マヨネーズ（卵黄
ルーム(ゆで),とうもろこし(ﾎ型）,せんべい
ﾙｶ-ﾈﾙ),きゅうり
ぽたぽた焼 七分付き玄米,酢鶏,春雨 コーンフ
鶏むね皮なし(若鶏),ハム
ぽたぽた焼き,米・七分つき しょうが,にんじん,たまねぎ,た
サラダ,お茶
（ロース）,牛乳
米,かたくり粉,じゃがいも,三温 けのこ(ゆで),しいたけ（干、
11(月) き
レーク
糖,はるさめ,マヨネーズ（卵黄 乾）,ピーマン,きゅうり,とうもろ
型）,コーンフレーク,フルーツ しょうが,ごぼう,きゅうり,とうも
こし(ﾎ-ﾙｶ-ﾈﾙ)
さつま芋ス バターロールパン,鶏のか ぱりんこ
鶏もも皮つき(若鶏),ツナ缶
さつまいも,バターロールパン,
らあげ,ごぼうときゅうりの
(油漬けﾌﾚｰｸ)ﾎﾜｲﾄ,ハム
かたくり粉,サラダ油,マヨネー ろこし(ﾎ-ﾙｶ-ﾈﾙ),チンゲンサ
12(火) ティック
サラダ,ポテトとウインナー
（ロース）,ｿｰｾｰｼﾞ（ｳｲﾝﾅｰ）, ズ（全卵型）,じゃがいも,ぱり イ,もやし（大豆）,にんじん
のスープ,牛乳
牛乳
んこ
ハードビス 鶏飯,青菜と油揚げの和え
ごはん,三温糖,サラダ油,薄力
ごぼう,にんじん,さやえんどう,
人参ヨーグ 鶏皮・もも,削り節,油あげ,か
物,豆腐のみそ汁,お茶
こまつな,えのきたけ,大根,な
13(水) ケット
ルトケーキ つお節,豆腐(木綿),カットわか 粉(１等)
め,みそ(米) 赤色辛みそ,ヨー
す,レモン(果汁)
グルト(プレーン),鶏卵（全卵・ おにぎりせんべい,米・精白
おにぎりせん 親子丼,ポパイサラダ,オレ 野菜ス
鶏卵（全卵・生）,鶏もも皮つき
たまねぎ,ほうれんそう,とうも
ンジ,お茶
14(木) べい
ティックパ (若鶏),かつお節,ハム（ロー 米,三温糖,マカロニ(乾),マヨ ろこし(ﾎ-ﾙｶ-ﾈﾙ),オレンジ(バ
ネーズ（卵黄型）,野菜スティッ レンシア)
ン,ヤクルト ス）
雪の宿
白い食卓ロール,鮭のフラ しるこス
さけ,鶏卵（全卵・生）,ツナ缶 クパン
雪の宿,白い食卓ロール,薄力 きゅうり,大根,トマト,かぼちゃ,
イ オーロラソース,せん野 ティック,ま (油漬ﾌﾚｰｸ)ﾗｲﾄ,ハム（ロー
粉(１等),パン粉,マヨネーズ
たまねぎ,とうもろこし(ｸﾘ-ﾑ
15(金)
菜,トマト,野菜スープ,牛乳 めぴよ
ス）,牛乳
（卵黄型）,じゃがいも
状),パセリ
ジュース
焼きうどん,ポテトサラダ,プ せんべい 豚もも･脂付,かまぼこ(蒸し), うどん(ゆで),じゃがいも,マヨ キャベツ,にんじん,たまねぎ,
リン,牛乳
牛乳
ネーズ（全卵型）,せんべい
きゅうり
16(土)

1(金)

かっぱえび

七分付き玄米,生揚げと
じゃが芋のそぼろ煮,麩汁,
お茶
人参スティッ 食パン,イチゴジャム,油淋
鶏,中華スープ,牛乳
19(火) ク

18(月) せん

まがりせん
20(水) べい
ハーベスト

ポップコー 生揚げ,豚ひき肉,豆腐(絹ご
ン,まめぴよ し),かつお節

米・七分つき米,じゃがいも,三
温糖,かたくり粉,釜焼きふ,とう
もろこし(玄穀)
バームクー 鶏もも皮つき(若鶏)から揚げ, 食パン,かたくり粉,揚げ油,砂
糖・上白糖,ごま油,はちみつ
ヘン,ヤクル ベーコン(豚),牛乳

ト

カレーライス,コールスロー パンナコッ 牛乳,豚ロース･脂付,ハム
まがりせんべい,米・精白米,
サラダ,バナナ,牛乳
（ロース）,ゼラチン,生クリーム じゃがいも,サラダ油,三温糖
タ
ひじきごはん,小松菜の和 バタース
え物,みそ汁,お茶
ティックパ

油あげ,かつお節,生揚げ,み
そ(米) 赤色辛みそ,牛乳（お
やつ）
ン,牛乳
ベジたべる 米粉ロールパン,鮭のマヨ ぽたぽた焼 さけ,ツナ缶(油漬ﾌﾚｰｸ)ﾗｲﾄ,
ネーズ焼き,きゅうりとコー き,まめぴよ ｿｰｾｰｼﾞ（ｳｲﾝﾅｰ）,牛乳
22(金)
ンのサラダ,カレースープ,
牛乳
ジュース
ミートスパゲティ,スイート
せんべい 豚ひき肉,ハム（ロース）,牛乳
ポテトサラダ,ヨーグルト,牛
23(土)
乳
サッポロポテ 全粒粉入りロールパン,
ココナッツ 大豆(水煮缶詰),豚もも･脂付,
ポークビーンズ,三色サラ サブレ,まめ 牛乳
25(月) ト
ダ,オレンジ,牛乳
ぴよ
さつま芋ス 七分付き玄米,さつま芋と パンプキン 鶏もも皮なし(若鶏),生揚げ,削
鶏肉の甘辛煮,のっぺい ケーキ
り節,豚もも･脂付,牛乳,鶏卵
26(火) ティック
汁,お茶
（全卵・生）
ぱりんこ
ごはん,魚の煮つけ,いんげ 雪の宿,牛 赤魚,ツナ缶(油漬ﾌﾚｰｸ)ﾗｲﾄ,
んのごまネーズ和え,豚汁, 乳
豆腐(木綿),豚もも･脂付,カット
27(水)
お茶
わかめ,かつお節,みそ(米) 赤
せんべい
ナポリタンスパゲティ,ブ
ｿｰｾｰｼﾞ（ｳｲﾝﾅｰ）,豚もも･脂
スティック 色辛みそ,牛乳（おやつ）
ロッコリーサラダ,バナナ, パン
付,チーズ(ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝ),牛乳
28(木)
牛乳
せんべい
黒糖ロールパン,揚げ魚の フルーツ
赤魚,ベーコン(豚),牛乳,ヨー
レモン風味,粉ふき芋,スー ヨーグルト グルト(プレーン)
29(金)
プヌードル,牛乳
ジュース
中華丼,きゅうりとコーンの せんべい 豚もも･脂付,ツナ缶(油漬ﾌﾚｰ
サラダ,プリン,牛乳
ｸ)ﾗｲﾄ,牛乳
30(土)

21(木)

月平均栄養価

エネルギー 431kcal

たんぱく質 14.1g

米・精白米,サラダ油,バタース
ティックパン
ベジたべる,米粉のロールパ
ン,マヨネーズ（全卵型）,コー
ンドレッシング,ぽたぽた焼き
スパゲティ,マーガリン(ｿﾌﾄﾀｲ
ﾌﾟ）,さつまいも,マヨネーズ（卵
黄型）,せんべい
全粒粉入りロールパン,じゃが
いも,三温糖,コーンドレッシン
グ
さつまいも,米・七分つき米,か
たくり粉,三温糖,すりいりごま,
こんにゃく(板),薄力粉(１等),
マーガリン(ｿﾌﾄﾀｲﾌﾟ）,バター
ぱりんこ,米・精白米,三温糖,
マヨネーズ（卵黄型）,ごま（い
りごま）,雪の宿
せんべい,スパゲティ,サラダ
油,ごまドレッシング,スティック
パン
せんべい,黒糖ロールパン,か
たくり粉,三温糖,サラダ油,じゃ
がいも,さつまいも,マーガリン
(ｿﾌﾄﾀｲﾌﾟ）,はるさめ
米・精白米,コーンドレッシン
グ,せんべい

たまねぎ,にんじん,さやえんど
う,こまつな,えのきたけ
にんじん,いちごジャム,しょう
が(おろし),ねぎ（白）,大根,も
やし（大豆）,チンゲンサイ
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,バナナ
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
キャベツ,きゅうり,とうもろこし
(ﾎ-ﾙｶ-ﾈﾙ),にんじん,たまね
ぎ,パセリ
たまねぎ,にんじん,パセリ,
きゅうり
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),オレンジ(バレンシア)
しょうが,にんじん,ごぼう,大根,
かぼちゃ
しょうが,さやいんげん,とうも
ろこし(ﾎ-ﾙｶ-ﾈﾙ),ごぼう,大根
たまねぎ,にんじん,ピーマン,
ブロッコリー,とうもろこし(ﾎ-ﾙ
ｶ-ﾈﾙ),バナナ
レモン(果汁),たまねぎ,にんじ
ん,チンゲンサイ,ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(缶
詰),みかん缶詰(果肉),もも缶
詰(黄肉種)・果肉,りんご,バナ
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,キャベツ,きゅ
うり,とうもろこし(ﾎ-ﾙｶ-ﾈﾙ)

脂質 14.7g

※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。

ｴﾈﾙｷﾞｰ
たんぱく質
脂質
398kcal
15.4g
19.9g
421kcal
15.2g
11.0g
449kcal
9.9g
17.0g
378kcal
16.8g
15.2g
517kcal
12.2g
13.8g
396kcal
11.6g
6.5g
451kcal
19.7g
25.5g
354kcal
8.8g
14.2g
460kcal
13.2g
13.0g
449kcal
19.4g
19.1g
437kcal
9.9g
15.5g
390kcal
12.8g
10.5g
296kcal
8.4g
8.5g
511kcal
11.5g
18.3g
396kcal
13.2g
13.8g
419kcal
23.5g
19.1g
575kcal
15.4g
19.8g
435kcal
14.7g
14.9g
546kcal
18.9g
16.2g
403kcal
14.9g
14.5g
480kcal
15.0g
13.6g
298kcal
8.8g
8.2g
462kcal
13.9g
10.1g

