
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)

516 16 2.3 0.32 0.47 1.8

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％）

6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 

29
火

麦ごはん（未満児用） 牛乳（未満児） 牛乳・牛肉・厚揚げ・鶏卵・
脱脂粉乳・豆乳

精白米・麦・じゃがいも・植物
油・三温糖・片栗粉・小麦粉・
黒砂糖

ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ缶・にんじん・さやいんげ
ん・ﾄﾏﾄ・たまねぎ・青ねぎ厚揚げの煮付 ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ(缶)30g(未満児)

卵とトマトのかき玉汁 スキムミルク
黒糖蒸しパン

2 
16 
30

水

豚肉の生姜焼き丼 牛乳（未満児） 牛乳・木綿豆腐・塩わかめ・
豚肉・しらす干し・調整豆
乳・豆乳・粉寒天

精白米・麦・植物油・すりご
ま・三温糖・ｸﾞﾗﾆｭｰ糖・水あ
め・米粉

ｵﾚﾝｼﾞ・たまねぎ・しょうが・こまつ
な・もやし・にんじんみそ汁（未満児用） オレンジ50g(未満児)

小松菜としらすのごま和え 豆乳
米粉のにんじんおやき

3 
・ 
15

木

ミルクパン（未満児用） 牛乳（未満児） 牛乳・白身魚・ﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ・
ﾍﾞｰｺﾝ

ｳｴﾊｰｽ・ﾐﾙｸﾊﾟﾝ・小麦粉・植物
油・ｶﾚｰﾙｳ・じゃがいも・ｸﾗｯｶｰ

たまねぎ・にんじん・ﾋﾟｰﾏﾝ・ｷｬﾍﾞ
ﾂ・ｸﾞﾘｰﾝｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ・ﾊﾞﾅﾅ白身魚の焼カレー風 ウエハース7g(未満児)

ベーコンスープ ホワイトミルク（牛乳）

バナナ(75g)
クラッカー(15g)

4 
・ 
18

金

麦ごはん（未満児用） 牛乳（未満児） 牛乳・ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ・牛ひき
肉・豚ひき肉・ひじき・油揚
げ・脱脂粉乳・粉寒天

精白米・麦・植物油・ﾊﾟﾝ粉・
三温糖・缶詰シロップ・ﾋﾞｽｹｯﾄ

たまねぎ・ﾎｰﾙｺｰﾝ缶・ﾄﾏﾄ・切干だい
こん・しめじ・にんじん・青ねぎ・
白桃缶

かみかみバーグ チーズ10g(未満児)
トマト(32g) スキムミルク
切干しだいこんのみそ汁 白桃ゼリー

ビスケット

5 
・ 
19

土

肉うどん 牛乳（未満児） 牛乳・鶏卵・牛もも肉（赤
身）・加糖ﾖｰｸﾞﾙﾄ

干しうどん・植物油・三温糖・
丸ﾎﾞｰﾛ

みかん缶・たまねぎ・にんじん・青
ねぎ・ｷｳｲﾌﾙｰﾂヨーグルト（固形） せんべい7g（未満児）

牛乳
丸ボーロ

7 
・ 
21

月

麦ごはん（未満児用） 牛乳（未満児） 牛乳・塩わかめ・白身魚・調
整豆乳・豚ひき肉

精白米・麦・植物油・三温糖・
食ﾊﾟﾝ・ｶﾚｰﾙｳ・ﾊﾟﾝ粉

ﾊﾞﾅﾅ・青ねぎ・にんじん・ﾎｰﾙｺｰﾝ
缶・かぼちゃ・すじなしいんげん・
たまねぎ

わかめスープ（ねぎ）（未満児用） バナナ75g(未満児)
魚の塩焼き 豆乳
かぼちゃといんげんの煮物（副菜） カレーサンド

8 
・ 
22

火

ごまごはん（未満児用） 牛乳（未満児） 牛乳・豚肉・木綿豆腐・かま
ぼこ・脱脂粉乳・鶏卵

精白米・麦・すりごま・植物
油・小麦粉・三温糖・ﾏｰｶﾞﾘﾝ

もも缶・しそ葉・たまねぎ・にんじ
ん・ﾋﾟｰﾏﾝ・えのきたけ・こまつな・
ｻﾗﾀﾞな

豆腐と豚肉のみそ炒め もも(缶)30g(未満児)
サラダ菜(7g) スキムミルク
清汁（かまぼこ） マドレーヌ

9 
・ 
23

水

ぶどうパン（未満児用） 牛乳（未満児） 牛乳・鶏もも・ﾍﾞｰｺﾝ・脱脂
粉乳・粉寒天・きな粉・調整
豆乳

ぶどうﾊﾟﾝ・ﾊﾞﾀｰ・じゃがい
も・植物油・上新粉・三温糖・
黒砂糖

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ・にんじん・ﾄﾏﾄ・たまね
ぎ・ｾﾛﾘ-・ﾊﾟｾﾘ鶏の照り焼き キウイフルーツ50g(未満児)

にんじんのグラッセ スキムミルク
トマトスープ（じゃがいも） きな粉よせ

10 
・ 
24

木

麦ごはん（未満児用） 牛乳（未満児） 牛乳・白身魚・鶏卵・油揚
げ・脱脂粉乳

せんべい・精白米・麦・小麦
粉・揚げ油・ｸｯｷｰ

冷凍ﾎｰﾙｺｰﾝ・にんじん・冷凍ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰ
ｽ・ﾚﾀｽ・なす・しめじ・ごぼう・青
ねぎ・ｵﾚﾝｼﾞ

あじさい揚げ せんべい7g（未満児）
レタス(12g) スキムミルク
五目みそ汁 オレンジ(75g)

クッキー(15g)

11 
・ 
25

金

豆のカレーライス 牛乳（未満児） 牛乳・ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ・牛もも肉
（赤身）・ゆでだいず・豆
乳・脱脂粉乳・粉寒天

精白米・麦・じゃがいも・植物
油・ｶﾚｰﾙｳ・三温糖・あられ

たまねぎ・にんじん・さやいんげ
ん・ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ・ｷｬﾍﾞﾂ・ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ
缶・きゅうり・ﾊﾟｾﾘ・ﾚﾓﾝ（汁使用）

ハワイアンサラダ チーズ10g(未満児)
スキムミルク
にんじんゼリー
あられ

12 
・ 
26

土

ミートソーススパゲティ 牛乳（未満児） 牛乳・豚ひき肉・牛ひき肉・
粉チーズ

ｳｴﾊｰｽ・ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ・植物油・かり
んとう

たまねぎ・にんじん・トマトピュー
レ・ﾋﾟｰﾏﾝ・ﾊﾞﾅﾅバナナ(75g) ウエハース7g(未満児)

牛乳
かりんとう

14 
・ 
28

月

麦ごはん（未満児用） 牛乳（未満児） 牛乳・白身魚・粉ﾁｰｽﾞ・鶏ひ
き肉・ﾄﾞﾘﾝｸﾖｰｸﾞﾙﾄ・鶏卵

精白米・麦・白玉ふ・ﾊﾟﾝ粉・
すりごま・ﾏﾖﾈｰｽﾞ・はるさめ・
植物油・三温糖・小麦粉・揚げ
油・粉糖

ﾒﾛﾝ・えのきたけ・青ねぎ・たまね
ぎ・ｷｬﾍﾞﾂ・にんじん・にら・しょう
が

清汁（白玉ふ・えのきたけ）（未満児用） メロン60g(未満児)
魚のみそマヨネーズ焼き 飲むヨーグルト
はるさめのそぼろ煮 ドーナツ（落とし入れ法）

17 木

キャロットライス 牛乳（未満児） 牛乳・まぐろ油漬け缶・鶏ひ
き肉・鶏卵・しらす干し

ウエハース・精白米・小麦粉・
ﾊﾞﾀｰ・ﾏﾖﾈｰｽﾞ・植物脂・すりご
ま・三温糖

にんじん・パセリ・ﾄﾏﾄ・にんにく・
しそ葉・ｺｰﾝｸﾘｰﾑ缶・たまねぎ・メロ
ン

チキンナゲット ウエハース7g(未満児)
トマトとじゃこのサラダ りんごジュース
コーンスープ フレンチトースト
メロン

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

21.4 317 217 24 3.5

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




