
2021年 香住ケ丘保育園

日 曜

エネルギー
(kcal)

脂　肪
(g)

鉄
(mg)

ビタミンＢ1
(mg)

ビタミンＢ2
(mg)

食塩相当量
(g)

512 15.9 2.3 0.32 0.51 1.9

470 10～15 2.3(～10) 0.25 0.3 1.9未満

※　昼食及びおやつで食事摂取基準量の50％を給与する（昼食：1日全体の概ね1/3　おやつ：1日全体の10～20％）

5月　給食献立表
昼　食 お や つ 赤:血や肉になる 黄:熱や力となる 緑:調子をととのえる

1
15
29

土

チャンポン 牛乳（未満児） 牛乳・豚肉・かまぼこ・加糖
ﾖｰｸﾞﾙﾄ

せんべい・中華めん・ごま
油・ｸｯｷｰ

たまねぎ・ｷｬﾍﾞﾂ・もやし・にんじ
ん・乾しいたけ・青ねぎ・しょうがヨーグルト（固形） せんべい7g（未満児）

牛乳
クッキー(15g)

17
・
31

月

麦ごはん 牛乳（未満児） 牛乳・豚肉・木綿豆腐・塩わ
かめ・脱脂粉乳・鶏卵

精白米・麦・植物油・三温
糖・片栗粉・ごま油・ﾎｯﾄｹｰｷ
ﾐｯｸｽ・無塩ﾊﾞﾀｰ

りんご・ゆでたけのこ・たまねぎ・
しめじ・ｸﾞﾘｰﾝｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ・にんじん・
にんにく・しょうが・えのきたけ・
干しぶどう

豚肉と春野菜の赤みそ炒め りんご40g(未満児)
清汁（豆腐） スキムミルク

レーズンスコーン


18

火

麦ごはん 牛乳（未満児） 牛乳・鶏もも・ﾛｰｽﾊﾑ・鶏
卵・脱脂粉乳

精白米・麦・植物油・ｸﾗｯｶｰ ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ缶・ｻﾗﾀﾞな・たまねぎ・に
んじん・ゆでたけのこ・こまつな・
そらまめ

ローストチキン ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ(缶)30g(未満児)

サラダ菜(7g) スキムミルク
中華スープ そらまめ

クラッカー(15g)


19

水

パン 牛乳（未満児） 牛乳・さば・ﾍﾞｰｺﾝ・脱脂粉
乳・粉寒天

ﾊﾟﾝ・植物油・三温糖・せんべ
い

ﾊﾞﾅﾅ・しょうが・たまねぎ・ﾄﾏﾄ缶・
ｷｬﾍﾞﾂ・にんじん・ﾊﾟｾﾘ・みかんｼﾞｭｰ
ｽ・みかん缶

さばのトマトソース焼き バナナ75g(未満児)
キャベツとベーコンのスープ スキムミルク

オレンジゼリー
せんべい

6 木

麦ごはん 牛乳（未満児） 牛乳・鶏肉・厚揚げ・しらす
干し・脱脂粉乳・豆乳

精白米・麦・じゃがいも・植
物油・三温糖・いちごｼﾞｬﾑ・
米粉

ﾒﾛﾝ・にんじん・たまねぎ・青ねぎ・
糸こんにゃく・さやいんげん・きゅ
うり・みかん缶・ﾚﾓﾝ（汁使用）

みそ汁（たまねぎ） メロン60g(未満児)
うま煮 スキムミルク
レモン酢和え（しらす干し） いちごジャムの米粉マフィン

7
・
21

金

ピースごはん 牛乳（未満児） 牛乳・ﾒﾙﾙｰｻ・鶏卵・油揚
げ・調整豆乳

精白米・麦・小麦粉・揚げ
油・三温糖・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・ホット
ケーキミックス

ｵﾚﾝｼﾞ・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・ﾊﾟｾﾘ・ﾄﾏﾄ・ｷｬﾍﾞ
ﾂ・たまねぎ・もやし・にんじん・青
ねぎ・かぼちゃ

魚の新緑揚げ オレンジ50g(未満児)
トマト(32g) 豆乳
季節の具だくさんみそ汁 かぼちゃケーキ

8
・
22

土

親子うどん 牛乳（未満児） 牛乳・鶏肉・鶏卵・かまぼこ 干しうどん・植物油・かりん
とう

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ・たまねぎ・にんじん・青ね
ぎ・ﾊﾞﾅﾅバナナ(75g) キウイフルーツ50g(未満児)

牛乳
かりんとう

10
・
24

月

麦ごはん 牛乳（未満児） 牛乳・かまぼこ・鶏肉・鶏
卵・高野豆腐・ｶｯﾄわかめ・
調整豆乳・ﾍﾞｰｺﾝ

せんべい・精白米・麦・白玉
ふ・植物油・三温糖・すりご
ま・ごま油・ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ

青ねぎ・たまねぎ・にんじん・乾し
いたけ・冷凍ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・えのきた
け・きゅうり・ﾋﾟｰﾏﾝ

清汁（白玉ふ・かまぼこ） せんべい
高野豆腐の八目煮 豆乳
わかめのごま酢和え ナポリタン(おやつ)

11
・
25

火

カレーライス 牛乳（未満児） 牛乳・牛もも肉（赤身）・脱
脂粉乳・まぐろ油漬缶・きな
粉・豆乳

精白米・麦・じゃがいも・植
物油・ｶﾚｰﾙｳ・三温糖・ﾎｯﾄｹｰｷ
ﾐｯｸｽ・黒砂糖

ﾊﾞﾅﾅ・たまねぎ・にんじん・さやい
んげん・ﾎｰﾙｺｰﾝ缶・黄ﾋﾟｰﾏﾝ・干しぶ
どう

にんじんのコールスロー風 バナナ75g(未満児)
スキムミルク
きな粉蒸しパン

12
・
26

水

麦ごはん 牛乳（未満児） 牛乳・白身魚・粉ﾁｰｽﾞ・豚
肉・脱脂粉乳・鶏卵

精白米・麦・ｵﾘｰﾌﾞ油・じゃが
いも・小麦粉・三温糖・ﾏｰｶﾞﾘ
ﾝ

ｵﾚﾝｼﾞ・しょうが・にんにく・たまね
ぎ・ﾄﾏﾄ・ｴﾘﾝｷﾞ・ｸﾞﾘｰﾝｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ・こ
まつな・にんじん・ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ缶

いろいろ野菜と魚のｵｰﾌﾞﾝ焼き オレンジ50g(未満児)
こまつなのスープ スキムミルク

パイナップルケーキ

13
・
27

木

麦ごはん 牛乳（未満児） 牛乳・ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ・牛ひき
肉・豚ひき肉・鶏卵・木綿豆
腐・ﾍﾞｰｺﾝ・脱脂粉乳・粉寒
天・きな粉・ﾁｰｽﾞ

精白米・麦・ﾊﾟﾝ粉・ごま油・
植物油・ﾊﾞﾀｰ・黒砂糖・三温
糖

たまねぎ・にんじん・かぼちゃ・ｷｬ
ﾍﾞﾂ豆腐のハンバーグ チーズ10g(未満児)

にんじんのグラッセ スキムミルク
洋風みそ汁 黒糖ゼリー

(以上児)チーズ

14
・
28

金

パン 牛乳（未満児） 牛乳・鶏肉・脱脂粉乳・豆
乳・粉寒天

ｳｴﾊｰｽ・ﾊﾟﾝ・じゃがいも・植
物油・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・小麦粉・ﾏﾖﾈｰ
ｽﾞ・すりごま・三温糖

たまねぎ・にんじん・冷凍ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰ
ｽ・切干だいこん・きゅうり・ﾒﾛﾝ・
ﾊﾞﾅﾅ・黄桃缶・ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ缶

チキンクリームシチュー ウエハース7g(未満児)
切干し大根のみそﾏﾖﾈｰｽﾞ和え スキムミルク

フルーツ豆乳かん

20 木

ピラフ 牛乳 牛乳・ベーコン・鶏ひき肉・
木綿豆腐・鶏卵・まぐろ油漬
け缶・豚肉

せんべい・精白米・ﾊﾞﾀｰ・片
栗粉・三温糖・マヨネーズ・
黒砂糖・ホットケーキミック
ス・揚げ油・りんごジュース

にんじん・たまねぎ・マッシュルー
ム缶・ﾎｰﾙｺｰﾝ缶・キャベツ・きゅう
り・ﾄﾏﾄ・ﾎｰﾙﾄﾏﾄ缶・かぼちゃ・ﾊﾟｾﾘ

鶏のつくね焼き せんべい
キャベツのツナマヨサラダ りんごジュース
トマトスープ にんじんドーナツ
オレンジ

区分
たんぱく質

(g)
カルシウム

(mg)

ビタミンＡ
(ﾚﾁﾉｰﾙ活性

当量:RAE)(μg)

ビタミンＣ
(mg)

食物繊維
(g)

今月の平均
食事摂取量

21.5 319 216 27 3.6

保育所(園)における
食事摂取基準(※1)

15～23 220 200(～300) 20 3.5以上

炭水化物ｴﾈﾙｷﾞｰ比(%)
55　　　　　%

たんぱく質ｴﾈﾙｷﾞｰ比(%)
17　　　　　%

脂肪ｴﾈﾙｷﾞｰ比(%)※2
28　　　　　%

目安：50%以上、65%未満 目安：13%以上、20%未満 目標：20%以上、30%未満
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