
エネルギー【kcal】 エネルギー【kcal】

たんぱく質【ｇ】 たんぱく質【ｇ】

脂質【ｇ】・塩分【ｇ】 脂質【ｇ】・塩分【ｇ】

（　）は未満児 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 （　）は未満児 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

ごはん 437（350） 米・きび・じゃが芋 豚肉・すりごま・牛乳 にんじん・たまねぎ・もやし ●いちご 春色ごはん 402（364） 米・油・ごま油 鮭・豆腐・大豆 コーン・菜花・にんじん ●バナナ

1 肉じゃが煮 15.1（12.1） 油・三温糖 グリーンピース・ほうれん草 19 けんちん煮 19.3（16.0） かつお節・牛乳 だいこん・ごぼう・長ネギ

（木） ごま和え 9.5（7.6） 片栗粉・しらたき コーン （月） ひたし豆 10.9（1.0） ●バナナ

牛乳 1.0（0.8） ●いちご 牛乳 1.3（1.0）

ごはん 407（374） 米・きび・三温糖 鯖（未満児⇒白身魚） 青菜・キャベツ・にんじん ●ヨーグルト ごはん 397（394） 米・片栗粉・油 鯖（未満児⇒白身魚） 小松菜・にんじん・キャベツ ●豆乳飲料

2 魚のみそ煮 20.4（19.4） ハム・豆腐・油揚げ たまねぎ・わかめ・しょうが 20 魚のカレー揚げ 16.6（15.1） 豆腐・油揚げ なめたけ・だいこん ●せんべい

（金） 酢醤油和え 11.6（9.4） 煮干し（いわし） （火） なめたけ和え 12.1（12.5） 煮干し（いわし）

みそ汁 1.2（1.1） ●ヨーグルト みそ汁 1.0（1.0） ●豆乳飲料

ごはん 373（318） 米・きび・三温糖 卵・しらす干し・ごま キャベツ・にんじん・しめじ ●オレンジ 食パン 394（342） 食パン・三温糖 大豆・豚肉・ハム たまねぎ・にんじん ●りんご

5 卵焼き 16.6（13.8） 油 豆腐・煮干し（いわし） ほうれん草 21 ポークビーンズ 21.4（17.3） 油 牛乳 ホールトマト缶・しめじ

（月） キャベツのしらす和え 10.3（8.3） ●オレンジ （水） かぶサラダ 14.0（11.3） にんにく・かぶ・キャベツ

みそ汁 1.2（0.9） 牛乳 1.6（1.3） きゅうり　●りんご

食パン 428（380） 食パン・油 鮭・卵・ごま・かつお節 ブロッコリー・キャベツ ●お茶 ごはん 394（335） 米・きび・薄力粉 おから・豚ひき肉 たまねぎ・もやし・きゅうり ●オレンジ

6 魚のごまフライ 24.8（20.3） 薄力粉・パン粉 ベーコン・ミルク にんじん・たまねぎ ●せんべい 22 おからメンチ 12.3（10.3） パン粉・ごま油 卵・油揚げ にんじん・コーン・わかめ

（火） ブロッコリーのおひたし 15.2（13.5） 牛乳 （木） もやしサラダ 10.9（8.7） 煮干し（いわし） えのきたけ

ミルクスープ・牛乳 1.7（1.4） みそ汁 1.1（0.9） ●オレンジ

ごはん 416（379） 米・きび・油 豚肉・ごま たまねぎ・しょうが・キャベツ●ヨーグルト ごはん 423（375） 米・きび・三温糖 生揚・豚肉・牛乳 たけのこ・にんじん ●お茶

7 豚肉のしょうが炒め 10.3（11.3） 煮干し（いわし） きゅうり・にんじん・大根 23 生揚げのみそ煮 17.1（14.3） 油 たまねぎ・ほうれん草 ●ウエハース

（水） ゆかり和え 15.5（12.5） ●ヨーグルト えのきたけ・かぼちゃ （金） 磯香和え 12.6（11.2） もやし・コーン・刻みのり

みそ汁 0.8（0.8） 牛乳 0.8（0.7）

カレーライス 455（391） 米・油・三温糖 豚肉・ミルク・するめいかたまねぎ・にんじん ●りんご ごはん 422（380） 米・きび・三温糖 卵・鶏肉・しらす干し にんじん・たまねぎ ●バナナ

8 かみかみ和え 15.7（12.6） じゃがいも 牛乳 グリーンピース・小松菜 26 親子煮 16.0（13.4） 油・じゃがいも ごま・牛乳 グリーンピース・だいこん

（木） 牛乳 10.6（8.5） キャベツ・コーン （月） 紅白なます 10.3（8.3） ●バナナ

1.3（1.0） ●りんご 牛乳 1.1（0.9）

ごはん 371（332） 米・三温糖 納豆・しらす干し・ごま にんじん・ほうれん草 ●手作りゼリー ごはん 379（350） 米・きび・三温糖 鮭・豆腐・すりごま にんじん・小松菜・ひじき ●ヨーグルト

9 納豆和え 13.3（11.0） マヨネーズ ●粉ゼラチン ごぼう・コーン 27 魚の焼き漬け 20.2（19.2） ごま油 煮干し（いわし） たまねぎ・かぼちゃ

（金） ごぼうサラダ 8.4（6.9） じゃがいも わかめ・えのきたけ （火） 白和え 6.9（5.7） ●ヨーグルト えのきたけ

みそ汁 1.1（0.9） みそ汁 1.1（1.0）

ごはん 456（401） ごはん・三温糖 がんもどき・卵・豚肉 えのきたけ・しめじ・にんじん●お茶 ごはん 432（373） 米・きび・ごま油 豆腐・卵・豚肉・牛乳 たまねぎ・にんじん ●りんご

12 がんものきのこあんかけ 20.0（16.6） 片栗粉・油・きび かつお節・牛乳 たまねぎ・もやし・ニラ ●ウエハース 28 豆腐の卵とじ 17.6（14.2） ビーフン ほうれん草・キャベツ

（月） 車ふのチャンプルー 15.4（13.4） 車ふ・ごま油 （水） ビーフン炒め 11.8（9.5） チンゲン菜

牛乳 1.3（1.1） 牛乳 0.8（0.6） ●りんご

ごはん 391（344） 米・きび・ごま油 鯖（未満児→白身魚） ほうれん草・もやし・にんじん●手作りゼリー スパゲッティミートソース 477（412） スパゲッティ 豚ひき肉・チーズ たまねぎ・にんじん ●お茶

13 魚の塩焼き 19.1（15.7） ●三温糖 ハム・豆腐 しめじ・だいこん 30 チーズ入りポテトサラダ 18.1（15.1） じゃがいも ヨーグルト・牛乳 ホールトマト缶・にんじん ●せんべい

（火） ほうれん草のナムル 11.5（9.2） ●粉ゼラチン （金） フルーツポンチ 13.4（10.8） マヨネーズ きゅうり・バナナ・いちご

みそ汁 0.9（0.8） 牛乳 1.5（1.4） みかん缶・パイン缶

野菜みそラーメン 402（365） 中華麺・油 豚ひき肉・大豆・ツナ たまねぎ・にんじん ●バナナ

14 大豆サラダ 20.0（16.6） ごま油・三温糖 牛乳 もやし・キャベツ・ニラ

（水） 牛乳（未満児は午前おやつ）11.0（8.9） ひじき・きゅうり・コーン

1.2（0.9） ●バナナ

ごはん 403（370） 米・きび・油 鶏肉・ピザ用チーズ たまねぎ・ピーマン ●ヨーグルト １～２歳児（未満児）は午前のおやつ、昼食の提供の為１日の４０％の量で計算しています。

15 鶏肉のチーズ焼き 18.3（17.6） じゃがいも ごま・豆腐・油揚げ にんじん ３～５歳児（以上児）は昼食のみの提供の為１日の３０％の量で計算しています。

（木） じゃがいもの金平 9.7（7.9） しらたき 煮干し（いわし） １～２歳児（未満児） エネルギー（kcal） たんぱく質（ｇ） 脂質（ｇ） 塩分ｇ
みそ汁 1.0（1.0） ●ヨーグルト １日当たりの摂取基準　男 1000 ２０～50 ２２～３３ 3.0未満
ごはん 448（393） 米・三温糖 豆腐・豚肉・卵・ごま たまねぎ・にんじん ●お茶 　　　　　　　　　　　　　　　女 900 ２３～45 ２０～３０ 3.0未満

16 豆腐の中華煮 17.5（14.6） ごま油・片栗粉 牛乳 たけのこ・ほうれん草 ●ビスケット 当園での目標量 387 16 10.7 1.2
（金） はるさめサラダ 12.7（11.0） 春雨 コーン・きゅうり・キャベツ 月平均 368 15.1 9.7 1.0

牛乳 1.1（0.9） ３～５歳児（以上児） エネルギー（kcal） たんぱく質（ｇ） 脂質（ｇ） 塩分ｇ
１日当たりの摂取基準　男 1300 ３２～６５ ２８～４３ 3.5未満
　　　　　　　　　　　　　　　女 1250 ３１～62 ２７～４１ 3.5未満

当園での目標量 383 15.8 10.6 1.1
月平均 415 17.6 11.6 1.1

　　　　　　　　十日町カトリック天使幼稚園・てんし保育園
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