
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 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

ひじき御飯 フルーツカクテル 牛乳 エネルギー 478 kcal タコライス(メキシコ) 牛乳 エネルギー 520 kcal

具沢山汁 マカロニあべかわ たんぱく質 18.8 ｇ いかと野菜のマリネ フレンチトースト たんぱく質 20.6 ｇ

サバの香味焼き 脂 質 12.7 ｇ ミルクプリン 脂 質 16.1 ｇ

ほうれん草のごまあえ カルシウム 195 ｇ カルシウム 220 ｇ

たぬきうどん 牛乳 エネルギー 484 kcal 御飯 フルーツヨーグルト 牛乳 エネルギー 530 kcal

五目炒め 豆乳もち たんぱく質 17.6 ｇ 味噌けんちん汁 きなこわらび たんぱく質 17.7 ｇ

マンゴープリン 脂 質 16.7 ｇ はんぺんチーズフライ 脂 質 12.0 ｇ

カルシウム 173 ｇ なめたけ和え カルシウム 297 ｇ

御飯 キウイフルーツ 牛乳 エネルギー 464 kcal トマトチキンカレー 牛乳 エネルギー 563 kcal

打ち豆汁 チーズポテトパイ たんぱく質 18.3 ｇ コールスローサラダ 五平餅 たんぱく質 18.8 ｇ

鶏肉のみそ焼 脂 質 16.4 ｇ いちご牛乳ゼリー 脂 質 14.3 ｇ

茄子と南瓜の揚げ浸し カルシウム 211 ｇ カルシウム 203 ｇ

食パン・いちごジャム りんご 牛乳 エネルギー 549 kcal 御飯 ぶどう寒天 牛乳 エネルギー 482 kcal

まめぴよ（ココア味） みたらし団子 たんぱく質 21.4 ｇ 中華スープ カステラ たんぱく質 18.8 ｇ

白身魚のフリッター 脂 質 18.0 ｇ マーボー豆腐 脂 質 12.0 ｇ

ブロッコリーとベーコンのマヨ和え カルシウム 292 ｇ もやしとささみの和え物 カルシウム 190 ｇ

御飯 バナナ 牛乳 エネルギー 489 kcal スパゲティーミートソース 牛乳 エネルギー 496 kcal

レタススープ 豆腐ドーナツ たんぱく質 18.9 ｇ キャベツとわかめのサラダ 鮭のおにぎり たんぱく質 19.4 ｇ

回鍋肉 脂 質 14.0 ｇ オレンジ 脂 質 12.2 ｇ

トマトとツナの甘酢和え カルシウム 164 ｇ カルシウム 167 ｇ

どんどろけ飯 いちご 牛乳 エネルギー 499 kcal 御飯 りんご 牛乳 エネルギー 524 kcal

コーンとわかめのスープ マーブル蒸しパン たんぱく質 18.1 ｇ 春雨スープ 紅芋ちんすこう たんぱく質 18.2 ｇ

さわらのカレー焼き 脂 質 14.9 ｇ 油淋鶏 脂 質 14.8 ｇ

さつまいもとれんこんの炒め煮 カルシウム 188 ｇ 海苔和え カルシウム 175 ｇ

御飯 はちみつレモンゼリー 牛乳 エネルギー 520 kcal 黒糖パン パインゼリー 牛乳 エネルギー 555 kcal

春雨スープ パイナップルスコーン たんぱく質 17.5 ｇ キャロットジュース じゃがボール（おから入り） たんぱく質 17.6 ｇ

鶏肉と豆腐のチリソース 脂 質 12.6 ｇ かぼちゃコロッケ 脂 質 16.3 ｇ

切干大根の和え物 カルシウム 197 ｇ 棒々鶏風サラダ カルシウム 200 ｇ

鮭ごはん フルーツゼリー 牛乳 エネルギー 445 kcal 御飯 フルーツカクテル 牛乳 エネルギー 519 kcal

すまし汁 クッキー たんぱく質 18.8 ｇ コーンポタージュ ミニチュロス たんぱく質 18.2 ｇ

花咲しゅうまい 脂 質 17.2 ｇ ポークビーンズ（アメリカ） 脂 質 17.1 ｇ

春キャベツの和え物 カルシウム 209 ｇ いんげんのツナあえ カルシウム 178 ｇ

ちゃんぽん 牛乳 エネルギー 528 kcal さばめし バナナ 牛乳 エネルギー 487 kcal

春巻き わかめのおにぎり たんぱく質 21.0 ｇ すまし汁 豆腐ときな粉のスコーン たんぱく質 18.4 ｇ

ヨーグルト 脂 質 13.8 ｇ 炒り豆腐 脂 質 12.3 ｇ

カルシウム 247 ｇ 野菜の甘酢あえ カルシウム 209 ｇ

御飯 バナナ 牛乳 エネルギー 501 kcal 御飯 いちご 牛乳 エネルギー 561 kcal

クラムチャウダー(ボストン) シュガーバタートースト たんぱく質 18.9 ｇ マカロニと野菜のクリーム煮 キャロットケーキ たんぱく質 19.8 ｇ

エビとアスパラのオーロラソース 脂 質 15.3 ｇ こいのぼりバーグ 脂 質 19.3 ｇ

ごまじゃこサラダ カルシウム 198 ｇ ツナじゃが カルシウム 257 ｇ

黒糖パン キウイフルーツ 牛乳 エネルギー 455 kcal キッズビビンバ 牛乳 エネルギー 474 kcal

マカロニスープ ヨーグルトケーキ たんぱく質 18.0 ｇ いわしのつみれ汁 ココアブラウニー たんぱく質 17.4 ｇ

いわしのチーズパン粉焼き 脂 質 15.4 ｇ カルピスかん 脂 質 14.7 ｇ

かぼちゃサラダ カルシウム 224 ｇ カルシウム 193 ｇ

チャーハン 二色ゼリー 牛乳 エネルギー 553 kcal 御飯 キウイフルーツ 牛乳 エネルギー 516 kcal

りんごジュース ポンデケージョ（チーズ） たんぱく質 19.6 ｇ みそ汁 ハニーチーズトースト たんぱく質 17.1 ｇ

エビフライ 脂 質 18.6 ｇ 豚肉のしょうが焼き 脂 質 13.9 ｇ

野菜とウインナーのソテー カルシウム 225 ｇ 大学芋 カルシウム 207 ｇ

御飯 オレンジ 牛乳 エネルギー 529 kcal 青菜こんぶ飯 ヨーグルト和え 牛乳 エネルギー 539 kcal

みそ汁 フレークおこし たんぱく質 16.9 ｇ すまし汁 バナナロール たんぱく質 21.1 ｇ

豚肉のしょうが焼き 脂 質 20.7 ｇ 天ぷら（えび・南瓜） 脂 質 13.4 ｇ

小松菜とコーンの和え物 カルシウム 191 ｇ 筍のおかか煮 カルシウム 283 ｇ

牛丼 牛乳 エネルギー 541 kcal 味噌カツ丼 牛乳 エネルギー 557 kcal

さつま汁 モンブラン たんぱく質 17.5 ｇ 具雑煮 白玉ぜんざい たんぱく質 22.8 ｇ

バナナ 脂 質 20.4 ｇ 杏仁豆腐 脂 質 11.2 ｇ

カルシウム 165 ｇ カルシウム 215 ｇ

御飯 プリン 牛乳 エネルギー 468 kcal

けんちん汁 おやつ焼うどん たんぱく質 21.3 ｇ

鮭の西京焼き 脂 質 11.2 ｇ

ひじきの煮物 カルシウム 212 ｇ

食パン・いちごジャム りんご 牛乳 エネルギー 469 kcal エネルギ ー 510kcal カルシウム 209 mg ビタミンＢ2

豆乳スープ スイートポテト たんぱく質 17.9 ｇ たんぱく質 18.9ｇ 鉄 1.9 mg ビタミンC
メンチカツ 脂 質 17.7 ｇ 脂　　　質 15.2ｇ ビタミンＡ 146 μg 食 物 繊 維
きのこサラダ カルシウム 180 ｇ ビタミンＢ１ 0.3 mg 食塩相当量
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栄　養　価

七分つき米、白玉粉、砂
糖、パン粉、くりの甘露
煮、油、小麦粉、さといも
（冷凍）、片栗粉、ごま

水

米、食パン、砂糖、オ
リーブ油、粉糖、油

木

米、砂糖、片栗粉、パ
ン粉、黒砂糖、油、小
麦粉、ごま油

2019年4月 　        　こ　ん　だ　て　だ　よ　り 企業主導型保育所　OURS baby

日 曜 昼食献立名 3時おやつ 栄　養　価

牛乳、豚ひき肉、牛ひ
き肉、いか、卵、豆
乳、ゼラチン、粉チー
ズ、無塩バター

材料（昼食と午後おやつ）
日 曜 昼食献立名 3時おやつ

材料（昼食と午後おやつ）

牛乳（鉄）、たまねぎ、レタ
ス、きゅうり、アボガド、にん
じん、トマト、コーン（冷
凍）、にんにく1 月

七分つき米、マカロ
ニ、砂糖、板こんにゃ
く、ごま

牛乳、さば、きな粉、
米みそ（淡色辛み
そ）、油揚げ

ほうれんそう、バナナ、にんじ
ん、もも缶（液汁）、ねぎ、も
も缶（白桃）、かぼちゃ、マン
ゴー、パイン缶、だいこん、ご
ぼう、ひじき、しょうが
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2 火

冷凍うどん、砂糖、片
栗粉、黒砂糖、はるさ
め、ごま、油

牛乳、調製豆乳、豚肉
(肩ロース)　スライス、
豆乳、かまぼこ、きな
粉、ゼラチン

マンゴー、チンゲンサイ、キャ
ベツ、にんじん、たけのこ、万
能ねぎ、カットわかめ

18

牛乳、ヨーグルト(加糖)、
はんぺん、木綿豆腐、チー
ズ、米みそ（淡色辛み
そ）、きな粉、油揚げ

ほうれんそう、にんじん、だいこ
ん、コーン（冷凍）、バナナ、なめ
たけ、もも缶（白桃）、みかん缶、
パイン缶、キウイフルーツ、ごぼ
う、万能ねぎ、干ししいたけ

3 水

米、じゃがいも、油、
春巻きの皮、さといも
（冷凍）、ごま、砂糖

牛乳、鶏もも肉、とろける
チーズ、ベーコン、米みそ
（淡色辛みそ）、油揚げ、
大豆（乾）、かつお節

キウイフルーツ、なす、かぼ
ちゃ、だいこん、にんじん、え
のきたけ、牛乳（鉄）、万能ね
ぎ 19 金

米、七分つき米、マヨ
ネーズ、オリーブ油、
小麦粉、はちみつ、砂
糖、ごま

牛乳、鶏もも肉(皮なし)
小間、ハム、ゼラチ
ン、赤みそ

ホールトマト缶詰、たまねぎ、
キャベツ、いちごピューレ、
きゅうり、コーン（冷凍）、り
んご、にんじん、なす、にんに
く

4 木

食パン、白玉粉、小麦
粉、砂糖、マヨネー
ズ、油、片栗粉、すり
ごま

牛乳、かれい、絹ごし
豆腐、卵、ベーコン、
粉チーズ

まめぴよ（ココア）、いちご
ジャム、りんご、ブロッコ
リー、にんじん、しめじ、コー
ン（冷凍） 20 土

米、砂糖、強力粉、は
ちみつ、ごま油、片栗
粉、ごま

牛乳、木綿豆腐、卵、
えび、豚ひき肉、鶏さ
さ身

ぶどう濃縮果汁、もやし、たま
ねぎ、きゅうり、なす、ねぎ、
にんじん、たけのこ（水煮
缶）、コーン（冷凍）、粉かん
てん、しょうが

5 金

米、ホットケーキ粉、
砂糖、白玉粉、油、小
麦粉、ごま油

牛乳、豚肉(もも)　スラ
イス、絹ごし豆腐、
ベーコン、ツナ水煮
缶、白みそ、きな粉

バナナ、トマト、キャベツ、し
めじ、きゅうり、レタス、たま
ねぎ、にんじん、ねぎ、コーン
（冷凍）、しょうが、にんにく 21 日

スパゲティ、米、砂
糖、ごま、ごま油

牛乳、牛ひき肉、さ
け、ハム

キャベツ、ダイストマト缶、オ
レンジ、たまねぎ、にんじん、
コーン（冷凍）、トマトピュー
レ、さやえんどう、焼きのり、
カットわかめ

6 土

七分つき米、小麦粉、
さつまいも、砂糖、
油、片栗粉、ごま油、
黒ごま

牛乳、さわら、木綿豆
腐、調製豆乳、油揚
げ、豚肉(ばら)、ハム、
無塩バター

いちご、れんこん、コーン（冷
凍）、ごぼう、にんじん、万能
ねぎ、カットわかめ

22 月

米、小麦粉、砂糖、
油、はるさめ、片栗
粉、ごま油

牛乳、鶏もも肉、ハ
ム、ツナ油漬缶

りんご、チンゲンサイ、もや
し、ほうれんそう、コーン（冷
凍）、ねぎ、キャベツ、焼きの
り

7 日

米、小麦粉、はちみ
つ、砂糖、マヨネー
ズ、はるさめ、片栗
粉、オリーブ油、ごま
油、油

牛乳、木綿豆腐、鶏も
も肉(皮なし)　小間
15ｇ、ハム、ゼラチン

パイン缶、チンゲンサイ、たま
ねぎ、切り干しだいこん、ね
ぎ、レモン果汁、ほうれんそ
う、きゅうり、にんじん 23 火

黒糖パン、じゃがいも、パ
ン粉、さつまいも、砂糖、
小麦粉、マヨネーズ、片栗
粉、油、ねりごま

牛乳、牛ひき肉、鶏さ
さ身、おから、卵、白
みそ

キャロットジュース、パイン
缶、キャベツ、かぼちゃ、たま
ねぎ、きゅうり、コーン（冷
凍）、粉かんてん

8 月

七分つき米、小麦粉、
砂糖、ごま、片栗粉、
花麩、ごま油

牛乳、鶏ひき肉、鶏も
も肉(皮なし)　小間
15ｇ、さけ（塩）、木
綿豆腐、卵、無塩バ
ター

キャベツ、みかん缶、パイン缶、た
まねぎ、にんじん、キウイフルー
ツ、いちご、えだまめ（冷凍）、塩
こんぶ、万能ねぎ、糸みつば、粉か
んてん、しょうが、干ししいたけ

24 水

米、小麦粉、砂糖、
油、コーンフレーク、
粉糖

牛乳、豆乳、豚ひき
肉、ゆで大豆、ツナ油
漬缶、卵、無塩バター

たまねぎ、クリームコーン缶、いん
げん、ダイストマト缶、バナナ、
ズッキーニ、にんじん、もも缶（液
汁）、もも缶（黄桃）、キウイフ
ルーツ、パイン缶、にんにく

9 火

冷凍ラーメン、七分つ
き米、春巻きの皮、は
るさめ、油、ごま、片
栗粉、ごま油

牛乳、ヨーグルト(加
糖)、鶏ひき肉、豚肉
(肩)、かまぼこ

キャベツ、にんじん、たまね
ぎ、もやし、いちごピューレ

25 木

七分つき米、小麦粉、
砂糖、油

牛乳、木綿豆腐、絹ご
し豆腐、鶏ひき肉、塩
さば、ハム、油揚げ、
きな粉、かつお節

バナナ、たまねぎ、キャベツ、
にんじん、はくさい、きゅう
り、えのきたけ、コーン（冷
凍）、いんげん、万能ねぎ、ひ
じき、干ししいたけ

10 水

米、食パン、じゃがい
も、マヨネーズ、小麦
粉、片栗粉、砂糖、グ
ラニュー糖、ごま、油

牛乳、豆乳、えび、あ
さり水煮缶、無塩バ
ター、ちりめんじゃ
こ、ベーコン

バナナ、キャベツ、たまねぎ、
グリーンアスパラガス、にんじ
ん、コーン（冷凍）、こまつな

26 金

米、小麦粉、じゃがい
も、マカロニ、砂糖、
しらたき、パン粉、ご
ま、粉糖、油、片栗粉

牛乳、木綿豆腐、豚ひき
肉、鶏ひき肉、ツナ油漬
缶、卵、無塩バター、ベー
コン、スライスチーズ

たまねぎ、いちご、にんじん、
ブロッコリー、いんげん、コー
ン（冷凍）、焼きのり

11 木

黒糖パン、小麦粉、三
温糖、マヨネーズ、マ
カロニ、パン粉、砂
糖、油

牛乳、いわし、ヨーグ
ルト(無糖)、卵、ベーコ
ン、粉チーズ

かぼちゃ、キウイフルーツ、た
まねぎ、コーン缶、きゅうり、
にんじん、セロリ、にんにく

27 土

米、米粉、三温糖、片
栗粉、油、砂糖、ごま
油、ごま

牛乳、鶏ひき肉、豚ひ
き肉、木綿豆腐、カル
ピス、いわし、米みそ
（淡色辛みそ）

ほうれんそう、もやし、にんじ
ん、たまねぎ、だいこん、ね
ぎ、万能ねぎ、粉かんてん、
しょうが、干ししいたけ、にん
にく

12 金

七分つき米、白玉粉、
油、パン粉、小麦粉、
砂糖

牛乳、えび、ウイン
ナーソーセージ、焼き
豚、カルピス、粉チー
ズ、無塩バター

りんご濃縮果汁、ほうれんそ
う、アセロラ（果汁１０％飲
料）、たまねぎ、にんじん、
コーン（冷凍）、ピーマン、粉
かんてん、あおのり

28 日

米、さつまいも、食パ
ン、はちみつ、油、砂
糖、黒ごま

牛乳、豚肉(肩)、とろけ
るチーズ、米みそ（淡
色辛みそ）、油揚げ、
無塩バター

キウイフルーツ、たまねぎ、こ
まつな、しめじ、ねぎ、しょう
が

13 土

米、コーンフレーク、
油、砂糖

牛乳、豚肉(肩)、無塩バ
ター、木綿豆腐、米み
そ（淡色辛みそ）、油
揚げ、かつお節

こまつな、オレンジ、たまね
ぎ、しめじ、えのきたけ、もや
し、なめこ、コーン缶、にんじ
ん、しょうが 29 月

七分つき米、小麦粉、
砂糖、油、ごま

牛乳、ヨーグルト(加糖)、
卵、えび、生クリーム、鶏
もも肉(皮なし)　小間、あ
さり、無塩バター、かつお
節

牛乳（鉄）、にんじん、キャベ
ツ、だいこん、ひじき、ピーマ
ン、ごぼう、えだまめ（冷
凍）、万能ねぎ、干ししいたけ

※仕入れの状況によりメニューが変更することがあります。

たけのこ（ゆで）、バナナ、か
ぼちゃ、こまつな、ふき（ゆ
で）、だいこん（葉）、パイン
缶、ねぎ、みかん缶、塩こん
ぶ、えのきたけ

14 日

七分つき米、さつまい
も、砂糖、小麦粉、く
りの甘露煮、板こん
にゃく

牛乳、牛肉(肩ロース)、
卵、豚肉(肩ロース)　スラ
イス、生クリーム、米みそ
（淡色辛みそ）、油揚げ、
無塩バター

バナナ、たまねぎ、にんじん、
牛乳（鉄）、ごぼう、万能ねぎ

16 火

食パン、さつまいも、
パン粉、砂糖、小麦
粉、ごま、ごま油、黒
ごま

牛乳、調製豆乳、豚ひ
き肉、牛ひき肉、卵、
無塩バター、生クリー
ム、ハム、卵(黄)

いちごジャム、えのきたけ、り
んご、しめじ、はくさい、たま
ねぎ、きゅうり、キャベツ、に
んじん、トマト

月

米、冷凍うどん、砂
糖、ごま油

１か月の平均栄養量
（おやつ含む）

キャベツ、牛乳（鉄）、みかん
缶、パイン缶、キウイフルー
ツ、さくらんぼ缶、ほうれんそ
う、はくさい、だいこん、にん
じん、ごぼう、しめじ、粉かん
てん

15

牛乳、さけ、豚ひき
肉、油揚げ、木綿豆
腐、米みそ（甘み
そ）、かつお節

0.35 mg
23 mg
2.9 g
1.5 g

牛乳、豚肉(ヒレ)、木綿
豆腐、ゆであずき缶、
卵、赤みそ、ちくわ、
かまぼこ


