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給食献立表 ３歳未満児1月2022年

その他

切干しだいこんのみそ汁（ｽｷﾑ入り）
豚肉とたまねぎのカレー炒め
麦ごはん（未満児用）4

・

18

火

牛乳・豚肉・油揚げ・
塩わかめ・脱脂粉乳・
ﾄﾞﾘﾝｸﾖｰｸﾞﾙﾄ・粉寒天・
きな粉

精白米・麦・植物油・
じゃがいも・黒砂糖・
ｸｯｷｰ

ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ缶・たまねぎ・に
んじん・ﾋﾟｰﾏﾝ・切干だいこ
ん

クッキー(15g)
黒糖ゼリー
ラッシー（スキム）
ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ(缶)30g(未満児)
牛乳（未満児） ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ・白ﾜｲﾝ・ｶﾚｰ

粉・ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ・食
塩・煮干しだし・米み
そ・麦みそ

はくさいとベーコンのスープ
ゆでブロッコリー(25g)
豆腐とチーズの卵焼き
ツナごはん（未満児用）5

・

19

水

牛乳・まぐろ油漬缶・
鶏卵・木綿豆腐・ﾌﾟﾛｾｽ
ﾁｰｽﾞ・ﾍﾞｰｺﾝ

ｳｴﾊｰｽ・精白米・麦・植
物油・さつまいも

にんじん・たまねぎ・ﾌﾞﾛｯｺ
ﾘｰ・はくさい・こまつな

ふかしいも
牛乳
ウエハース7g(未満児)
牛乳（未満児） 食塩・清酒・みりん・濃

口しょうゆ・ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ・
鳥がらだし

トマトとわかめのサラダ
ポトフ（だいこん）
ミルクパン（未満児用）6

・

20

木

牛乳・牛肉・ｶｯﾄわか
め・調整豆乳

せんべい・ﾐﾙｸﾊﾟﾝ・
じゃがいも・三温糖・
植物油・ごま油・ｸﾗｯｶｰ

ｷｬﾍﾞﾂ・たまねぎ・にんじ
ん・だいこん・ｾﾛﾘ-・ﾎｰﾙｺｰﾝ
缶・ﾄﾏﾄ・きゅうり・みかん

クラッカー(15g)
みかん(70g)
豆乳
せんべい7g（未満児）
牛乳（未満児） 鳥がらだし・ﾛｰﾘｴ・ｺﾝｿ

ﾒ・食塩・食塩（塩もみ
用）・食酢・濃口しょう
ゆ

れんこんのサラダ
煮魚

清汁（白玉ふ・えのきたけ）（未満児用）
麦ごはん（未満児用）

7 金

牛乳・魚・鶏肉・油揚
げ

精白米・麦・白玉ふ・
三温糖・ﾏﾖﾈｰｽﾞ・すり
ごま

いちご・えのきたけ・青ね
ぎ・しょうが・かぼちゃ・さ
やいんげん・れんこん・きゅ
うり・にんじん・七草・はく
さい・だいこん

七草がゆ
いちご30g(未満児)
牛乳（未満児） 煮干しだし・食塩・濃口

しょうゆ・みりん・清
酒・食塩（塩もみ用）・
米みそ

バナナ(75g)
きのこのスープスパゲティ8

・

22

土

牛乳・ﾍﾞｰｺﾝ・脱脂粉乳 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ・植物油・ﾏｰｶﾞ
ﾘﾝ・小麦粉・丸ﾎﾞｰﾛ

もも缶・えのきたけ・たまね
ぎ・しめじ・にんじん・ﾊﾟｾ
ﾘ・ﾊﾞﾅﾅ

丸ボーロ
牛乳
もも(缶)30g(未満児)
牛乳（未満児） 食塩・ｺﾝｿﾒ

三平汁（ｽｷﾑ入り）
鶏肉と大根のｶﾚｰじょうゆ煮
麦ごはん（未満児用）

24 月

牛乳・鶏肉・鮭・脱脂
粉乳・ﾄﾞﾘﾝｸﾖｰｸﾞﾙﾄ・絹
ごし豆腐

精白米・麦・三温糖・
植物油・ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ・
揚げ油・粉糖

りんご・だいこん・にんじ
ん・すじなしいんげん・たま
ねぎ・ｷｬﾍﾞﾂ・青ねぎ

豆腐ドーナツ
飲むヨーグルト
りんご40g(未満児)
牛乳（未満児） ｶﾚｰ粉・清酒・濃口しょう

ゆ・みりん・食塩・昆布
だし・米みそ・麦みそ

小松菜とちくわの炒め物
サラダ菜(7g)
魚のマヨネーズ焼き
みそ汁（だいこん）（未満児用）
麦ごはん（未満児用）11

・

25

火

牛乳・塩わかめ・魚・
粉ﾁｰｽﾞ・竹輪・煮干し

精白米・麦・ﾊﾟﾝ粉・植
物油・ﾏﾖﾈｰｽﾞ・すりご
ま・ごま油・さつまい
も・あずき・三温糖

みかん缶・だいこん・ﾊﾟｾﾘ・
たまねぎ・ﾏｯｼｭﾙｰﾑ缶・ｻﾗﾀﾞ
な・こまつな・にんじん

いりいりこ
いもぜんざい
みかん(缶)(未満児)
牛乳（未満児） 煮干しだし・米みそ・麦

みそ・食塩・こしょう・
白ﾜｲﾝ・濃口しょうゆ

ｶﾘﾌﾗﾜｰとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｻﾗﾀﾞ
ビーフシチュー
ロールパン（未満児用）12

・

26

水

牛乳・ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ・牛
肉・脱脂粉乳・ﾛｰｽﾊﾑ・
豆乳・粉寒天

ﾛｰﾙﾊﾟﾝ・じゃがいも・
ﾏｰｶﾞﾘﾝ・ﾄﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ・
ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰの素・三温
糖・ごま油・いちごｼﾞｬ
ﾑ・ｳｴﾊｰｽ

たまねぎ・にんじん・冷凍ｸﾞ
ﾘﾝﾋﾟｰｽ・ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ・ｶﾘﾌﾗﾜｰ・
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ

ウエハース
豆乳ゼリー
スキムミルク
チーズ10g(未満児)
牛乳（未満児） 鳥がらだし・ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ・

食塩・食酢・濃口しょう
ゆ

もずくスープ
がんもどきの中華風うま煮
麦ごはん（未満児用）13

・

27

木

牛乳・がんもどき・鶏
卵・もずく・脱脂粉乳

精白米・麦・植物油・
ごま油・三温糖・片栗
粉・小麦粉・黒砂糖

ﾊﾞﾅﾅ・にんじん・ゆでたけの
こ・ｾﾛﾘ-・さやいんげん・乾
しいたけ・えのきたけ・青ね
ぎ黒糖蒸しパン

スキムミルク
バナナ75g(未満児)
牛乳（未満児） 中華ｽｰﾌﾟの素・食塩・濃

口しょうゆ・清酒・しい
たけだし・かつお昆布だ
し・ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ・米み
そ

ほうれんそうと卵のﾍﾞｰｺﾝｿﾃｰ
トマト(32g)
魚の香味焼き

清汁（生しいたけ・白玉ふ）（未満児用）
麦ごはん（未満児用）14

・

28

金

牛乳・白身魚・鶏卵・
ﾍﾞｰｺﾝ・調整豆乳

せんべい・精白米・
麦・白玉ふ・三温糖・
ごま油・植物油・ｶｽﾃ
ﾗ・生ｸﾘｰﾑ（植物性）

生しいたけ・青ねぎ・しょう
が・にんにく・ﾄﾏﾄ・ほうれ
んそう・たまねぎ・にんじ
ん・いちごいちごのケーキ

豆乳
せんべい7g（未満児）
牛乳（未満児） 煮干しだし・食塩・濃口

しょうゆ・みりん・清酒

ヨーグルト（固形）
味噌ラーメン15

・

29

土

牛乳・焼き豚・鶏卵・
加糖ﾖｰｸﾞﾙﾄ

中華めん・すりごま・
ごま油・ﾋﾞｽｹｯﾄ

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ・もやし・にんじ
ん・青ねぎ・しょうが・ぽん
かん

ビスケット
ぽんかん(70g)
牛乳

キウイフルーツ50g(未満児)
牛乳（未満児） ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ・中華ｽｰﾌﾟ

の素・食塩・みりん・米
みそ・濃口しょうゆ・鳥
がらだし

五目みそ汁
レタス(12g)
魚の竜田揚げ
麦ごはん（未満児用）17

・

31

月

牛乳・魚・油揚げ・脱
脂粉乳・絹ごし豆腐

精白米・麦・片栗粉・
揚げ油・さつまいも・
米粉・黒砂糖・粉糖

みかん・しょうが・ﾚﾀｽ・は
くさい・しめじ・ごぼう・に
んじん・青ねぎ

米粉ココアケーキ
スキムミルク
みかん70g(未満児)
牛乳（未満児） みりん・濃口しょうゆ・

煮干しだし・米みそ・麦
みそ・ﾋﾟｭｱｺｺｱ・ﾍﾞｰｷﾝｸﾞ
ﾊﾟｳﾀﾞｰ

れんこんのサラダ
煮魚

清汁（白玉ふ・えのきたけ）（未満児用）
麦ごはん（未満児用）

21 金

牛乳・魚・脱脂粉乳・
豚肉

精白米・麦・白玉ふ・
三温糖・ﾏﾖﾈｰｽﾞ・すり
ごま・中華めん・植物
油

いちご・えのきたけ・青ね
ぎ・しょうが・かぼちゃ・さ
やいんげん・れんこん・きゅ
うり・にんじん・ｷｬﾍﾞﾂ・た
まねぎ・乾しいたけ炒めそば（おやつ）

スキムミルク
いちご30g(未満児)
牛乳（未満児） 煮干しだし・食塩・濃口

しょうゆ・みりん・清
酒・食塩（塩もみ用）・
米みそ・中華ｽｰﾌﾟの素・
中濃ｿｰｽ・ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ

513 20.7 16.9 316 2.3 229 0.31 0.53 32 3.9 1.9

460 15～23 10～15 220 2.3 190 0.25 0.30 20 - 1.9未満

区分 エネルギー たんぱく質 脂　質 カルシウム 鉄
ビタミンA

ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンC 食物繊維 食塩相当量

今月の平均栄養量

保育所(園)における
給与栄養量の目標

(kcal) (g) (g) (mg) (mg) RE)(μg) (mg) (mg) (mg) (g) (g)
(ﾚﾁﾉｰﾙ当量:



日 曜 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

給食献立表 ３歳以上児1月2022年

その他

切干しだいこんのみそ汁（ｽｷﾑ入り）
豚肉とたまねぎのカレー炒め

4

・

18

火

豚肉・油揚げ・塩わか
め・脱脂粉乳・ﾄﾞﾘﾝｸﾖｰ
ｸﾞﾙﾄ・粉寒天・きな粉

植物油・じゃがいも・
黒砂糖・ｸｯｷｰ

たまねぎ・にんじん・ﾋﾟｰﾏ
ﾝ・切干だいこん

クッキー(15g)
黒糖ゼリー
ラッシー（スキム） ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ・白ﾜｲﾝ・ｶﾚｰ

粉・ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ・食
塩・煮干しだし・米み
そ・麦みそ

はくさいとベーコンのスープ
ゆでブロッコリー(25g)
豆腐とチーズの卵焼き5

・

19

水

鶏卵・木綿豆腐・ﾌﾟﾛｾｽ
ﾁｰｽﾞ・ﾍﾞｰｺﾝ・牛乳

植物油・さつまいも たまねぎ・にんじん・ﾌﾞﾛｯｺ
ﾘｰ・はくさい・こまつなふかしいも

牛乳 食塩・ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ・鳥がら
だし

トマトとわかめのサラダ
ポトフ（だいこん）6

・

20

木

牛肉・ｶｯﾄわかめ・調整
豆乳

じゃがいも・三温糖・
植物油・ごま油・ｸﾗｯｶｰ

ｷｬﾍﾞﾂ・たまねぎ・にんじ
ん・だいこん・ｾﾛﾘ-・ﾎｰﾙｺｰﾝ
缶・ﾄﾏﾄ・きゅうり・みかんクラッカー(15g)

みかん(70g)
豆乳 鳥がらだし・ﾛｰﾘｴ・ｺﾝｿ

ﾒ・食塩・食塩（塩もみ
用）・食酢・濃口しょう
ゆ

れんこんのサラダ
煮魚

7 金

魚・鶏肉・油揚げ 三温糖・ﾏﾖﾈｰｽﾞ・すり
ごま・精白米

しょうが・かぼちゃ・さやい
んげん・れんこん・きゅう
り・にんじん・七草・はくさ
い・だいこん

七草がゆ みりん・濃口しょうゆ・
清酒・食塩（塩もみ
用）・米みそ・煮干しだ
し・食塩

バナナ(75g)
きのこのスープスパゲティ8

・

22

土

ﾍﾞｰｺﾝ・脱脂粉乳・牛乳 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ・植物油・ﾏｰｶﾞ
ﾘﾝ・小麦粉・丸ﾎﾞｰﾛ

えのきたけ・たまねぎ・しめ
じ・にんじん・ﾊﾟｾﾘ・ﾊﾞﾅﾅ丸ボーロ

牛乳 食塩・ｺﾝｿﾒ

三平汁（ｽｷﾑ入り）
鶏肉と大根のｶﾚｰじょうゆ煮

24 月

鶏肉・鮭・脱脂粉乳・
ﾄﾞﾘﾝｸﾖｰｸﾞﾙﾄ・絹ごし豆
腐

三温糖・植物油・ﾎｯﾄｹｰ
ｷﾐｯｸｽ・揚げ油・粉糖

だいこん・にんじん・すじな
しいんげん・たまねぎ・ｷｬﾍﾞ
ﾂ・青ねぎ

豆腐ドーナツ
飲むヨーグルト ｶﾚｰ粉・清酒・濃口しょう

ゆ・みりん・食塩・昆布
だし・米みそ・麦みそ

小松菜とちくわの炒め物
サラダ菜(7g)
魚のマヨネーズ焼き11

・

25

火

魚・粉ﾁｰｽﾞ・牛乳・竹
輪・煮干し

ﾊﾟﾝ粉・植物油・ﾏﾖﾈｰ
ｽﾞ・すりごま・ごま
油・さつまいも・あず
き・三温糖

ﾊﾟｾﾘ・たまねぎ・ﾏｯｼｭﾙｰﾑ
缶・ｻﾗﾀﾞな・こまつな・にん
じん

いりいりこ
いもぜんざい 食塩・こしょう・白ﾜｲﾝ・

濃口しょうゆ

ｶﾘﾌﾗﾜｰとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｻﾗﾀﾞ
ビーフシチュー12

・

26

水

牛肉・脱脂粉乳・ﾛｰｽﾊ
ﾑ・豆乳・粉寒天

じゃがいも・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・
ﾄﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ・ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ
の素・三温糖・ごま
油・いちごｼﾞｬﾑ・ｳｴﾊｰｽ

たまねぎ・にんじん・冷凍ｸﾞ
ﾘﾝﾋﾟｰｽ・ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ・ｶﾘﾌﾗﾜｰ・
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰウエハース

豆乳ゼリー
スキムミルク 鳥がらだし・ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ・

食塩・食酢・濃口しょう
ゆ

もずくスープ
がんもどきの中華風うま煮13

・

27

木

がんもどき・鶏卵・も
ずく・脱脂粉乳

植物油・ごま油・三温
糖・片栗粉・小麦粉・
黒砂糖

にんじん・ゆでたけのこ・ｾﾛ
ﾘ-・さやいんげん・乾しいた
け・えのきたけ・青ねぎ

黒糖蒸しパン
スキムミルク 中華ｽｰﾌﾟの素・食塩・濃

口しょうゆ・清酒・しい
たけだし・かつお昆布だ
し・ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ・米み
そ

ほうれんそうと卵のﾍﾞｰｺﾝｿﾃｰ
トマト(32g)
魚の香味焼き14

・

28

金

白身魚・鶏卵・ﾍﾞｰｺﾝ・
調整豆乳

三温糖・ごま油・植物
油・ｶｽﾃﾗ・生ｸﾘｰﾑ（植
物性）

青ねぎ・しょうが・にんに
く・ﾄﾏﾄ・ほうれんそう・た
まねぎ・にんじん・いちご

いちごのケーキ
豆乳 みりん・清酒・濃口しょ

うゆ・食塩

ヨーグルト（固形）
味噌ラーメン15

・

29

土

焼き豚・鶏卵・加糖ﾖｰ
ｸﾞﾙﾄ・牛乳

中華めん・すりごま・
ごま油・ﾋﾞｽｹｯﾄ

もやし・にんじん・青ねぎ・
しょうが・ぽんかん

ビスケット
ぽんかん(70g)
牛乳 ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ・中華ｽｰﾌﾟ

の素・食塩・みりん・米
みそ・濃口しょうゆ・鳥
がらだし

五目みそ汁
レタス(12g)
魚の竜田揚げ17

・

31

月

魚・油揚げ・脱脂粉
乳・絹ごし豆腐

片栗粉・揚げ油・さつ
まいも・米粉・黒砂
糖・粉糖

しょうが・ﾚﾀｽ・はくさい・
しめじ・ごぼう・にんじん・
青ねぎ

米粉ココアケーキ
スキムミルク みりん・濃口しょうゆ・

煮干しだし・米みそ・麦
みそ・ﾋﾟｭｱｺｺｱ・ﾍﾞｰｷﾝｸﾞ
ﾊﾟｳﾀﾞｰ

れんこんのサラダ
煮魚

21 金

魚・脱脂粉乳・豚肉 三温糖・ﾏﾖﾈｰｽﾞ・すり
ごま・中華めん・植物
油

しょうが・かぼちゃ・さやい
んげん・れんこん・きゅう
り・にんじん・ｷｬﾍﾞﾂ・たま
ねぎ・青ねぎ・乾しいたけ

炒めそば（おやつ）
スキムミルク みりん・濃口しょうゆ・

清酒・食塩（塩もみ
用）・米みそ・中華ｽｰﾌﾟ
の素・食塩・中濃ｿｰｽ・ﾄﾏ
ﾄｹﾁｬｯﾌﾟ

421 20.0 16.0 289 2.6 232 0.31 0.51 29 3.8 1.9

395 15～26 12～18 254 2.1 215 0.28 0.35 22.5 3.2 2.1未満

区分 エネルギー たんぱく質 脂　質 カルシウム 鉄
ビタミンA

ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンC 食物繊維 食塩相当量

今月の平均栄養量

保育所(園)における
給与栄養量の目標

(kcal) (g) (g) (mg) (mg) RE)(μg) (mg) (mg) (mg) (g) (g)
(ﾚﾁﾉｰﾙ当量:
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