
令和2年4月　　　　予定献立表（一般）　　　　可愛保育園

日 �曜 �昼食献立名 �．午後おやつ 　献立名 �主な材料の体内での働き ����栄養価 乳児　　　主食 ��血や肉となる �働く力や熱と ‾なる �体の網子を整 えるもの �調味料・その他 �乳児 �幼児 

乳児・幼児　副食 �捕食 

1 �水 �ごほん �牛乳 �札もも肉（皮なし） �はいが付米 �生井汁．ほうれん手 �しょう漁洒 �457k881 �378k¢8 鶏肉の用り焼き �焼きそば �綱王女 �油 �もやし．人事 �みりん．だし汁 �たんばく井 �たんばく暮 

15 ��ほつれん羊の胡麻和え ��味噌 �白胡麻 �生わかめ．清見柑 �中濃ソース 壇 こしょう �22．9g �24．4g 味噌汁（絹豆庶■わかめ） ��牛乳 �砂糖 �キャベツ ��聴　葺 �脂　質 

清見柑 �またぽた �豚もも肉 �蒸中攣籍 �にら ��13．8g �14．6g 

2 �禾 �一lん � �縞王書豚挽肉 �はいが精米．胡麻油 �人事エリンギ �水 しよう油 �533kl �448kI 

ヽ＿ 麻婆豆腐 �こぎつねごはん �喋欄 �砂鴨 　し �よねぎパセリ ��　Ga たんばく井 �　68 たんIまくt 

16 ��扮吹芋 味噌汁（コーン・キャベツ） � �牛乳 しらす干し �かたくノ粉 じゃがいも �ホールコーン缶 キャベツ �壇 だし汁 �20．3g 騰貴 �19．7g 脂賞 

甘夏柑 �ゼリー �油あげ �白胡♯ �甘■柑 ��16．8g �17．0g 

3 17 �金 �ごはん 　し �牛乳 　　く、 �むきがれい � �人事 　ーし �塩．こしょう �52徽Gal �429kOal 魚の変甘焼き �黒糖蒸し／ン �味噌 牛乳 �パン粉．油 �きゅうり Jjl松葉 �絆 しょう油 だし汁 �たんばく★ �たんばくt 

絆三線 味噌汁（艶・小松菜） ��� ���21．3g �20．6g 

王乳 �・…＝＝　′▲ � �� � 

漬見柑 �ヨーグルト ��小麦粉．A砂■ �レーズン �8・P �15．3g �15．5g 

4 �土 �ごほん �牛乳 �豚もも肉 � �人事．しらたき �しょう油 �502k¢a �404k¢a 肉じゃが �バウムクーヘン �味噌 �砂糖 � �だし汁 �たんばく暮 �たんばく責 

18 ��ブロッコリーのマヨネーズ添え �スライスチーズ �牛乳 �油 �ブロッコリー ��19．7g �18．7g 味噌汁（玉ねぎ・さやえんどう） ��スライスチーズ �マヨネーズ �さやえんどう ��胸　算 �胎　賞 

甘夏柑 ���バウムクーヘン �甘t柑 ��16，2g �16．6g 

6 �月 �‾はん �のむヨーグルト オートミールクッキー �豚もも肉 �はいが精米．白胡麻 �■ねぎにんにく �みりんしょう油 �511kGal �373kcal 

■■■ 豚肉の香味焼き ��まぐろ油漬け缶 �胡麻油．油 �生霊汁．人事 �札こしょう �たんばく貫 �たんばくf 

20 ��人参のしりしり－ �100％リンゴゾユース �卵．ジョアマスカット �オートミー・ル．小麦粉 �大根 �だし汁 �23．3g �20．7g 味噌汁（油あげ・大根） �� �マーガリン �清1柑 �B・P �脂　質 �脂　質 

清見柑 �せんべい �嘩嘲 �砂鶉 �レーズン ��15．9g �14．0g 

7 �火 �ごはん �牛乳 �大王 �れlが＃米．油 �人事．玉ねぎ �水．ケチャップ �511kd �424k鴎l ポークピーンズ �レーズンロール �豚もも肉 �砂糖 �きゅうり �壇 �たんばく■ �たんばく十 

21 ��ポテトサラダ ��まぐろ油漬け缶 �じゃがいも �生わかめ �こしょう �19．7g �18．8g わかめスープ ��牛乳 �マヨネーズ �よねぎ �コンソメ �脂　質 �脂　質 

甘夏柑 �バウムクーヘン ��レーズンロール �甘t紺 ��17．6g �18．5g 

8 �水 �一l � �生鮭 �はいが斗米 �小松凛ホールコーン缶 �壌‾しょ‾ �492k �購k　t 

■＿ 魚のムニエル �かやくごはん �生あIf �小よ粉 油 �かぶカヽぶ（稟） �．一つ だし汁 �　問 たんばくt �　64 たんばく★ 

22 ��小松菜とコーンのソテー ��味噌 ��清泉柑 �しょう濾 �22．4さ �22．3g 味柑汁（生あげ・かぶ・かぶの業） � �牛丸 �パター �人事 �扁 �脂　質 �脂　質 

清見柑 �ミニクロワッサン �油あげ ��板こんにゃく �みりん �14．5g �15．1g 

9 �禾 �‾1 � �卵 鶏挽肉 �はいが斗米 �長ねぎもやし �水 塊 カレー粉 �515kl �431kl 

ヽ＿．． 卵焼き（味噌味） �ロールカステラ ��油 �人事 ��　Ga たんばくキ �　Ct たんばく井 

30 ��もやしのカレー炒め ��スキムミルク �じゃがいも �ピーマン ��20．4g �19．9g 味噌汁（じゃがいも・玉ねぎ） ��味噌 �ロールカステラ �玉ねぎ �だし汁 �脂　質 �脂　質 

甘夏柑 �ヨーグルト �牛乳 ��甘手相 ��16．紬 �17．6g 

10 24 �金 �カレー（ライス） �牛乳 �豚もも肉 � �人事．玉ねぎ �カレー粉．水 �513k¢aI �431k¢81 ひじきのナムル �りんご寒天 �スキムミルク �油パター �もやし．干ひじき �コンソメ，ケチャップ �たんばくす �たんばく↑ 

甘夏柑 �クラッカー �牛乳 �小簾粉．胡♯油 砂糖 ルヴアンクラシカル �きゅうり．曾丁柑 粉＊天 100％りんごt汁 �中濃ソース．増 しょう独 断 �15．7g 脂質 16．Ot �15．5g 脂質 17．8虞 

ビスケット 

11 25 �土 �Jはん �L �縄玉井 �はいが斗米 �人事 �しょう油 �525kGd �小はk¢81 

し．． 炒り豆腐 �カステラ �豚挽肉 卵 味噌 牛乳 �油 �玉ねぎ �壇 �たんばく↑ �たんばく暮 

さつま辛の甘煮 ���砂繍 �生しいたけ �水 �18．0g �17．2g 

味噌汁（切干し大根・ほうれん草） ���さつま亭 カステラ �切干し大損 ほうれんヰ �だし汁 �脂質 15．5g �脂賞 15．7g 

13 �月 �りんごジャムサンド �牛乳 �卵．ベーコン �tパン �玉ねぎ虐ゆうり �壇．こしょう �497kcal �439kGal ジャーマンオムレツ �凍豆よのそぼろごほん �味噌 � �人事．キャベツ �水．コンソメ �たんばくす �たんばく井 

27 ��野菜スティック �■－ �牛乳 �油．マヨネーズ �セロリ �酒．みりん �19．8g �18．2g コンソメジュリアン �100％オレンシーゾユース �凍り王虞 �はいが斗米 �生■汁 �しょう油 �騰　貴 �脂　質 

せんべい �膠挽肉 �砂糖 �さやえんどう �だし汁 �20．7g �21．0g 

14 28 �火 �煮込みうどん �牛乳 �豚もも肉 �乾線パン粉 �人事．玉ねぎ �だし汁 �459kcal �408k甜 鶏挽肉のつくね焼き �スティックパン チーズ �鶏挽肉 �かたくり粉 �ほうれん暮 �みりん �たんばくt �たんばくt 

グリーンアスパラのソテー 漬見柑 ��絹王虞 �油 �長ねぎ �しょう油 填 �22．0g 脂質 �21．4g 脂質 

＿味噌 �砂■ �グリーンアスパラガス 

サブレ �牛乳 �スティックパン �清見柑 �こしょう �16．2g �18．0員 

23 �禾 �ごほん �牛乳 �豚レバー � �生暮汁ノIl松葉 �しょう油 �511k¢al �447kGal 

いちごジャムパン �牛乳 � �ホ一　　一 � �一　g �一　才 レハーの立田揚げ 甘酢和え ���油．春雨（でんかん〉 砂■，畦 �、ルコノ えのきだけ �壇 �たんlく責 21．4g �たんlく★ 21．7g 

漬汁（艶・えのきだけ・人参） ���バターロール �人● �だし汁 �脂　質 �脂　質 

清見柑 ���いちごジャム �清見柑 ��16．3g �け伽 

参 考 献 立 � �カレーピラフ �牛乳 �れささ身内 �はいが♯米．油 �人事．玉ねぎ �カレー粉水 �502k¢aI �557k681 
鶏肉の立田揚げ �柏餅 �鶏もも肉（皮なし） �かたくり粉．胡♯油 �生井汁もやし �コンソメ．壌 �たんばく∫ �たんばく賞 

三色おひたし ��牛乳 �白胡麻 �茹たけのこ �こしょう �21．9g �24．4g 

若竹汁 ���砂繍 �生わかめ．ほうれん事 �しょう油 �脂　質 �臆　賞 

漬見柑 ���柏もち �清見柑 �だし汁 �16．5g �18．5g 

※幼児は副食給食のため、主食分の栄養価が含まれていません。　※（参考）幼児の主食は胚芽精米50gを目安量としています。

※参考献立の幼児栄養価表示は主食が含まれています。

アレルギー等に配慮し、使用食材を明記しています。各家庭で撫確認ください。


