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〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎あべかわマカロニ

あずき、厚揚げ、豚ひき
肉、うるめいわし、牛乳、
きな粉

エネルギー　567kcal
たんぱく質　23.0g

脂質　16.3g
炭水化物　90.7g

塩分　1.7g

赤飯
厚揚げと野菜のそぼろ煮
じゃがいもの味噌汁
りんご

たまねぎ、にんじん、しい
たけ、えのきたけ、こまつ
な、だいこん、ほうれんそ
う、長ねぎ、葉ねぎ、りん
ご

うるち米、いりごま、サラダ
油、三温糖、かたくり粉、
じゃがいも、マカロニ

食塩、こいくちしょう
ゆ、かつお・昆布だ
し、米みそ、ハードビ
スケット

3月　献立表　乳児食

栄養価

その他

くるみ愛育園

昼食
おやつ

(〇朝おやつ◎昼おやつ）
エネルギーになるもの

2023 年　3 月

日
付

献立名 食材名

血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎ひなあられ
◎ゼリー

鶏ひき肉、高野豆腐、木
綿豆腐、うるめいわし、牛
乳

エネルギー　553kcal
たんぱく質　29.0g

脂質　18.0g
炭水化物　76.5g

塩分　1.8g

ひなちらし
花麩のすまし汁
いちご

たまねぎ、しいたけ、かぼ
ちゃ、にんじん、スナップ
えんどう、長ねぎ、葉ね
ぎ、ほうれんそう、いちご

三温糖、うるち米、釜焼き
ふ

食塩、こいくちしょう
ゆ、かつお・昆布だ
し、ハードビスケット、
ひなあられ、オレンジ
ゼリー

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎ビーフンチャンプル

豚かたロース、油揚げ、う
るめいわし、牛乳、豚ひき
肉

エネルギー　736kcal
たんぱく質　27.8g

脂質　22.7g
炭水化物　111.9g

塩分　2.3g

ご飯
豚肉の照り焼き
ひじきの煮物
わかめとたまねぎの味噌汁
バナナ

たまねぎ、干しひじき、に
んじん、さやえんどう、ほ
うれんそう、長ねぎ、葉ね
ぎ、カットわかめ、バナ
ナ、キャベツ、コーン缶

うるち米、三温糖、ごま
油、ビーフン

本みりん、こいくち
しょうゆ、かつお・昆
布だし、米みそ、ハー
ドビスケット、食塩

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎フライドポテト

鶏もも肉、うるめいわし、
牛乳、粉チーズ

エネルギー　565kcal
たんぱく質　22.0g

脂質　21.6g
炭水化物　80.1g

塩分　1.9g

ご飯
鶏肉と大根の照り煮
ブロッコリーの焼き海苔和え
キャベツと人参の味噌汁
りんご

しょうが、だいこん、ブロッ
コリー、にんじん、焼きの
り、キャベツ、ほうれんそ
う、長ねぎ、葉ねぎ、りん
ご

うるち米、三温糖、じゃが
いも、揚げ油

こいくちしょうゆ、本み
りん、料理酒、かつ
お・昆布だし、米み
そ、ハードビスケット、
食塩

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎メロンパン
◎チーズパン

豚ひき肉、うるめいわし、
牛乳、ピザ用チーズ

エネルギー　636kcal
たんぱく質　24.8g

脂質　20.9g
炭水化物　94.4g

塩分　2.6g

中華丼
野菜の味噌汁
バナナ

はくさい、にんじん、こまつ
な、しいたけ、えのきた
け、たまねぎ、ほうれんそ
う、バナナ

うるち米、ごま油、かたくり
粉、コッペパン

食塩、こいくちしょう
ゆ、かつお・昆布だ
し、米みそ、ハードビ
スケット、メロンパン

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎干菓子

豚かたロース、豚ひき肉、
ヨーグルト、うるめいわし、
牛乳

エネルギー　682kcal
たんぱく質　22.3g

脂質　22.5g
炭水化物　106.3g

塩分　2.5g

具だくさんハヤシライス
キャベツのサラダ
フルーツヨーグルト

たまねぎ、にんじん、しい
たけ、えのきたけ、こまつ
な、キャベツ、バナナ、み
かん缶

うるち米、じゃがいも、ごま 水、かつお・昆布だ
し、ハヤシルウ、こい
くちしょうゆ、穀物酢、
マヨドレ（卵なし）、
ハードビスケット、しょ
うゆせんべい、ラムネ

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎のむヨーグルト（お
やつ）
◎いなり風おにぎり

さわら、かつお節、挽きわ
り納豆、絹ごし豆腐、うる
めいわし、牛乳、飲むヨー
グルト、油揚げ

エネルギー　767kcal
たんぱく質　32.8g

脂質　21.6g
炭水化物　115.7g

塩分　1.7g

ご飯
魚の磯辺揚げ
小松菜の納豆和え
豆腐と野菜の味噌汁
バナナ

あおのり、にんじん、こま
つな、だいずもやし、たま
ねぎ、ほうれんそう、長ね
ぎ、葉ねぎ、バナナ

うるち米、かたくり粉、揚
げ油、三温糖、ごま

食塩、水、マヨドレ（卵
なし）、かつお・昆布
だし、こいくちしょう
ゆ、米みそ、ハードビ
スケット、本みりん

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎納豆お好み焼き

さけ、かつお節、うるめい
わし、牛乳、挽きわり納豆

エネルギー　539kcal
たんぱく質　27.5g

脂質　15.3g
炭水化物　78.5g

塩分　2.4g

ご飯
鮭の利休焼き
白菜のおかか和え
お麩の味噌汁
バナナ

はくさい、にんじん、ほう
れんそう、たまねぎ、長ね
ぎ、葉ねぎ、バナナ、キャ
ベツ、あおのり

うるち米、いりごま、ごま、
ごま油、釜焼きふ、お好み
焼き粉、ながいも

こいくちしょうゆ、本み
りん、食塩、ぽん酢
しょうゆ、かつお・昆
布だし、米みそ、ハー
ドビスケット、お好み
焼きソース

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎チーズサンド・ジャ
ムサンド

豚かたロース、焼き竹輪、
厚揚げ、うるめいわし、牛
乳、プロセスチーズ

エネルギー　581kcal
たんぱく質　21.8g

脂質　16.0g
炭水化物　95.1g

塩分　2.6g

ご飯
八宝菜
大根と厚揚げの味噌汁
りんご

はくさい、にんじん、たま
ねぎ、青ピーマン、しいた
け、赤パプリカ、ほうれん
そう、長ねぎ、葉ねぎ、だ
いこん、りんご、いちご
ジャム

うるち米、ごま油、三温
糖、かたくり粉、食パン

こいくちしょうゆ、かつ
お・昆布だし、中華だ
し、米みそ、ハードビ
スケット

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎和風ラーメン

鶏もも肉、ツナ缶、うるめ
いわし、牛乳、豚ひき肉

エネルギー　615kcal
たんぱく質　27.3g

脂質　19.7g
炭水化物　90.1g

塩分　2.8g

ご飯
鶏肉の唐揚げ風
大根と人参の煮なます
小松菜としめじの味噌汁
りんご

にんじん、だいこん、長ね
ぎ、葉ねぎ、こまつな、ぶ
なしめじ、りんご、はくさ
い、だいずもやし、にら

うるち米、かたくり粉、薄
力粉、三温糖、中華めん、
ごま油

こいくちしょうゆ、食
塩、穀物酢、かつお・
昆布だし、米みそ、
ハードビスケット、中
華だし、料理酒、かつ
おだし

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎メロンパン
◎チーズパン

鶏もも肉、豆乳、絹ごし豆
腐、うるめいわし、牛乳、
ピザ用チーズ

エネルギー　666kcal
たんぱく質　25.4g

脂質　22.8g
炭水化物　96.5g

塩分　2.2g

鶏肉と小松菜のクリームライス
豆腐と野菜のスープ
バナナ

こまつな、たまねぎ、にん
じん、コーン缶、ほうれん
そう、バナナ

うるち米、三温糖、なたね
油、米粉、コッペパン

食塩、中華だし、かつ
お・昆布だし、こいくち
しょうゆ、ハードビス
ケット、メロンパン

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎小松菜とじゃこの
おにぎり

鶏もも肉、豆乳、ヨーグル
ト、うるめいわし、牛乳、し
らす干し

エネルギー　627kcal
たんぱく質　24.8g

脂質　22.5g
炭水化物　89.0g

塩分　1.5g

パン
豆乳シチュー
フルーツヨーグルト

たまねぎ、にんじん、こま
つな、しいたけ、コーン
缶、バナナ、みかん缶

コッペパン、薄力粉、食塩
不使用バター、じゃがい
も、うるち米

かつお・昆布だし、食
塩、ハードビスケッ
ト、本みりん、こいくち
しょうゆ

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎のむヨーグルト（お
やつ）
◎どら焼き

さわら、油揚げ、うるめい
わし、牛乳、飲むヨーグル
ト、豆乳、こしあん

エネルギー　627kcal
たんぱく質　27.3g

脂質　11.2g
炭水化物　109.3g

塩分　2.1g

ご飯
煮魚
切り干し大根とうす揚げのお
ひたし
白菜の味噌汁
バナナ

しょうが、切干しだいこん、
にんじん、こまつな、ほう
れんそう、たまねぎ、長ね
ぎ、葉ねぎ、はくさい、バ
ナナ

うるち米、三温糖、ホット
ケーキミックス

こいくちしょうゆ、かつ
お・昆布だし、米み
そ、ハードビスケット
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〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎ごまクッキー

さけ、厚揚げ、うるめいわ
し、牛乳、豆乳、きな粉

エネルギー　680kcal
たんぱく質　30.6g

脂質　22.1g
炭水化物　97.2g

塩分　1.2g

ご飯
鮭の塩焼き
きんぴらごぼう
キャベツと厚揚げの味噌汁
バナナ

ごぼう、にんじん、こまつ
な、ほうれんそう、長ね
ぎ、葉ねぎ、キャベツ、バ
ナナ

うるち米、三温糖、上白
糖、調合油、薄力粉、すり
ごま

食塩、こいくちしょう
ゆ、かつお・昆布だ
し、米みそ、ハードビ
スケット

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎オニオンブレッド

豚かたロース、豚ひき肉、
厚揚げ、絹ごし豆腐、うる
めいわし、牛乳、ピザ用
チーズ、ウインナーソー
セージ

エネルギー　732kcal
たんぱく質　28.2g

脂質　23.9g
炭水化物　111.4g

塩分　2.6g

ご飯
肉じゃが
わかめと豆腐の味噌汁
りんご

たまねぎ、にんじん、こま
つな、えのきたけ、しいた
け、ほうれんそう、長ね
ぎ、葉ねぎ、カットわか
め、りんご

うるち米、じゃがいも、上
白糖、なたね油、ホット
ケーキミックス

かつお・昆布だし、こ
いくちしょうゆ、米み
そ、ハードビスケット

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎大学芋

鶏もも肉、厚揚げ、蒸し大
豆、油揚げ、うるめいわ
し、牛乳

エネルギー　636kcal
たんぱく質　23.0g

脂質　22.7g
炭水化物　94.6g

塩分　1.7g

ご飯
鶏肉と大豆の煮物
小松菜とにんじんの味噌汁
りんご

にんじん、しいたけ、だい
こん、さやいんげん、ほう
れんそう、長ねぎ、葉ね
ぎ、こまつな、りんご

うるち米、三温糖、さつま
いも、ごま、上白糖、揚げ
油

かつお・昆布だし、食
塩、こいくちしょうゆ、
米みそ、ハードビス
ケット

〇じゃこ・お菓子・牛
乳

ツナ缶、豆乳、絹ごし豆
腐、うるめいわし、牛乳

エネルギー　341kcal
たんぱく質　10.3g

脂質　8.5g
炭水化物　58.1g

塩分　1.4g

トマトリゾット
豆腐と野菜のスープ
バナナ

たまねぎ、なす、にんじ
ん、えのきたけ、カットトマ
ト缶、コーン缶、ほうれん
そう、バナナ

うるち米、なたね油 中華だし、食塩、かつ
お・昆布だし、こいくち
しょうゆ、ハードビス
ケット

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎スナックパン

油揚げ、木綿豆腐、豚ひ
き肉、うるめいわし、牛乳

エネルギー　641kcal
たんぱく質　23.4g

脂質　18.7g
炭水化物　102.9g

塩分　2.7g

炊き込みご飯
豆腐の和風あんかけ
わかめとキャベツの味噌汁
りんご

にんじん、干しひじき、たま
ねぎ、しいたけ、えのきた
け、さやえんどう、しょうが、
ほうれんそう、長ねぎ、葉ね
ぎ、カットわかめ、キャベツ、
りんご

うるち米、かたくり粉、サラ
ダ油、三温糖

かつお・昆布だし、こ
いくちしょうゆ、料理
酒、食塩、米みそ、
ハードビスケット、菓
子パン

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎手作りケーキ（いち
ご）

豚ひき肉、うるめいわし、
牛乳、卵、生クリーム

エネルギー　672kcal
たんぱく質　23.8g

脂質　21.9g
炭水化物　102.4g

塩分　1.7g

ふりかけご飯
煮込みハンバーグ
ゆでブロッコリー
根菜の味噌汁
ゼリー

たまねぎ、カットトマト缶、
にんじん、ブロッコリー、
ほうれんそう、長ねぎ、葉
ねぎ、だいこん、葉だいこ
ん、みかん缶、いちご、バ
ナナ

うるち米、かたくり粉、じゃ
がいも、三温糖、薄力粉、
上白糖、なたね油

さけふりかけ（丸美
屋）、食塩、こいくち
しょうゆ、かつお・昆
布だし、米みそ、オレ
ンジゼリー、ハードビ
スケット

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎メロンパン
◎チーズパン

豚ひき肉、絹ごし豆腐、う
るめいわし、牛乳、ピザ用
チーズ

エネルギー　690kcal
たんぱく質　26.1g

脂質　25.1g
炭水化物　99.1g

塩分　3.1g

ドライカレー
豆腐と野菜のスープ
バナナ

にんじん、たまねぎ、赤パ
プリカ、青ピーマン、グリン
ピース、コーン缶、ほうれ
んそう、バナナ

うるち米、なたね油、コッ
ペパン

食塩、カレールウ、か
つお・昆布だし、中華
だし、こいくちしょう
ゆ、ハードビスケッ
ト、メロンパン

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎チヂミ

さけ、油揚げ、うるめいわ
し、牛乳、鶏ささみ

エネルギー　577kcal
たんぱく質　28.4g

脂質　17.7g
炭水化物　83.5g

塩分　2.2g

ご飯
鮭のごま焼き
ポテトサラダ
大根とうす揚げの味噌汁
バナナ

にんじん、ブロッコリー、
ほうれんそう、長ねぎ、葉
ねぎ、だいこん、バナナ、
にら

うるち米、ごま、じゃがい
も、お好み焼き粉、ごま油

食塩、マヨドレ（卵な
し）、かつお・昆布だ
し、米みそ、ハードビ
スケット

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎のむヨーグルト（お
やつ）
◎ひじきの混ぜこみ
おにぎり

さわら、かつお節、うるめ
いわし、牛乳、飲むヨーグ
ルト、ツナ缶

エネルギー　562kcal
たんぱく質　25.7g

脂質　7.8g
炭水化物　102.6g

塩分　1.9g

ご飯
魚の焼きおろし煮
ブロッコリーのおかか和え
白菜の味噌汁
バナナ

だいこん、こまつな、ブロッコ
リー、にんじん、ほうれんそ
う、たまねぎ、長ねぎ、葉ね
ぎ、はくさい、バナナ、青ピー
マン、しいたけ、干しひじき

うるち米、三温糖、ごま油 食塩、こいくちしょう
ゆ、料理酒、かつお・
昆布だし、米みそ、
ハードビスケット、本
みりん

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎パンケーキ

かつお節、鶏もも肉、厚揚
げ、うるめいわし、牛乳、
豆乳

エネルギー　616kcal
たんぱく質　27.0g

脂質　18.6g
炭水化物　92.6g

塩分　2.0g

かつおふりかけご飯
筑前煮
わかめとたまねぎの味噌汁
りんご

日高こんぶ、にんじん、こ
まつな、しいたけ、れんこ
ん、ごぼう、だいこん、ほう
れんそう、長ねぎ、葉ね
ぎ、カットわかめ、たまね
ぎ、りんご

うるち米、三温糖、ごま、
ホットケーキミックス、メー
プルシロップ

こいくちしょうゆ、かつ
お・昆布だし、食塩、
米みそ、ハードビス
ケット

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎じゃがいもとチーズ
のおやき

豚かたロース、木綿豆
腐、うるめいわし、牛乳、
ピザ用チーズ

エネルギー　553kcal
たんぱく質　21.9g

脂質　21.1g
炭水化物　75.9g

塩分　1.8g

ご飯
豚肉の生姜焼き
いんげんのごま和え
けんちん汁
バナナ

たまねぎ、しょうがおろし
汁、りんご、さやいんげ
ん、にんじん、だいこん、
ごぼう、長ねぎ、バナナ

うるち米、なたね油、三温
糖、ごま、さといも、ごま
油、じゃがいも、サラダ油

こいくちしょうゆ、本み
りん、かつお・昆布だ
し、食塩、ハードビス
ケット、コンソメ

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎手作りラスク

豚かたロース、豚ひき肉、
ヨーグルト、うるめいわし、
牛乳

エネルギー　650kcal
たんぱく質　24.1g

脂質　20.5g
炭水化物　102.0g

塩分　2.5g

具だくさんカレーライス
フルーツヨーグルト

たまねぎ、にんじん、こま
つな、しいたけ、えのきた
け、バナナ、みかん缶

うるち米、じゃがいも、食
パン、グラニュー糖

水、カレールウ、かつ
お・昆布だし、ハード
ビスケット

※栄養価は3歳以上時の昼食・昼おやつの合計です

〇じゃこ・お菓子・牛
乳
◎牛乳（おやつ）
◎人参とレーズンの
パウンドケーキ

さけ、しらす干し、かつお
節、うるめいわし、牛乳、
卵

エネルギー　615kcal
たんぱく質　28.4g

脂質　16.1g
炭水化物　95.7g

塩分　1.8g

ご飯
鮭の味噌焼き
ほうれん草としらすの和え物
野菜のすまし汁
りんご

ほうれんそう、にんじん、
たまねぎ、長ねぎ、葉ね
ぎ、しいたけ、りんご、レー
ズン

うるち米、三温糖、ホット
ケーキミックス、上白糖、
食塩不使用バター

米みそ、本みりん、こ
いくちしょうゆ、ぽん
酢しょうゆ、かつお・
昆布だし、食塩、ハー
ドビスケット
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◎牛乳（おやつ）
◎小松菜とじゃこの
おにぎり

鶏もも肉、豆乳、ヨーグル
ト、牛乳、しらす干し

エネルギー　627kcal
たんぱく質　24.8g

脂質　22.5g
炭水化物　89.0g

塩分　1.5g

パン
豆乳シチュー
フルーツヨーグルト

たまねぎ、にんじん、こま
つな、しいたけ、コーン
缶、バナナ、みかん缶

コッペパン、薄力粉、食塩
不使用バター、じゃがい
も、うるち米

かつお・昆布だし、食
塩、本みりん、こいく
ちしょうゆ

◎のむヨーグルト（お
やつ）
◎どら焼き

さわら、油揚げ、飲むヨー
グルト、豆乳、こしあん

エネルギー　627kcal
たんぱく質　27.3g

脂質　11.2g
炭水化物　109.3g

塩分　2.1g

ご飯
煮魚
切り干し大根とうす揚げのお
ひたし
白菜の味噌汁
バナナ

しょうが、切干しだいこん、
にんじん、こまつな、ほう
れんそう、たまねぎ、長ね
ぎ、葉ねぎ、はくさい、バ
ナナ

うるち米、三温糖、ホット
ケーキミックス

こいくちしょうゆ、かつ
お・昆布だし、米みそ

◎牛乳（おやつ）
◎和風ラーメン

鶏もも肉、ツナ缶、牛乳、
豚ひき肉

エネルギー　615kcal
たんぱく質　27.3g

脂質　19.7g
炭水化物　90.1g

塩分　2.8g

ご飯
鶏肉の唐揚げ風
大根と人参の煮なます
小松菜としめじの味噌汁
りんご

にんじん、だいこん、長ね
ぎ、葉ねぎ、こまつな、ぶ
なしめじ、りんご、はくさ
い、だいずもやし、にら

うるち米、かたくり粉、薄
力粉、三温糖、中華めん、
ごま油

こいくちしょうゆ、食
塩、穀物酢、かつお・
昆布だし、米みそ、中
華だし、料理酒、かつ
おだし

◎牛乳（おやつ）
◎メロンパン
◎チーズパン

鶏もも肉、豆乳、絹ごし豆
腐、牛乳、ピザ用チーズ

エネルギー　666kcal
たんぱく質　25.4g

脂質　22.8g
炭水化物　96.5g

塩分　2.2g

鶏肉と小松菜のクリームライス
豆腐と野菜のスープ
バナナ

こまつな、たまねぎ、にん
じん、コーン缶、ほうれん
そう、バナナ

うるち米、三温糖、なたね
油、米粉、コッペパン

食塩、中華だし、かつ
お・昆布だし、こいくち
しょうゆ、メロンパン

◎牛乳（おやつ）
◎納豆お好み焼き

さけ、かつお節、牛乳、挽
きわり納豆

エネルギー　539kcal
たんぱく質　27.5g

脂質　15.3g
炭水化物　78.5g

塩分　2.4g

ご飯
鮭の利休焼き
白菜のおかか和え
お麩の味噌汁
バナナ

はくさい、にんじん、ほう
れんそう、たまねぎ、長ね
ぎ、葉ねぎ、バナナ、キャ
ベツ、あおのり

うるち米、いりごま、ごま、
ごま油、釜焼きふ、お好み
焼き粉、ながいも

こいくちしょうゆ、本み
りん、食塩、ぽん酢
しょうゆ、かつお・昆
布だし、米みそ、お好
み焼きソース

◎牛乳（おやつ）
◎チーズサンド・ジャ
ムサンド

豚かたロース、焼き竹輪、
厚揚げ、牛乳、プロセス
チーズ

エネルギー　581kcal
たんぱく質　21.8g

脂質　16.0g
炭水化物　95.1g

塩分　2.6g

ご飯
八宝菜
大根と厚揚げの味噌汁
りんご

はくさい、にんじん、たま
ねぎ、青ピーマン、しいた
け、赤パプリカ、ほうれん
そう、長ねぎ、葉ねぎ、だ
いこん、りんご、いちご
ジャム

うるち米、ごま油、三温
糖、かたくり粉、食パン

こいくちしょうゆ、かつ
お・昆布だし、中華だ
し、米みそ

◎牛乳（おやつ）
◎干菓子
◎じゃこ

豚かたロース、豚ひき肉、
ヨーグルト、牛乳、うるめ
いわし

エネルギー　687kcal
たんぱく質　23.2g

脂質　22.6g
炭水化物　106.3g

塩分　2.7g

具だくさんハヤシライス
キャベツのサラダ
フルーツヨーグルト

たまねぎ、にんじん、しい
たけ、えのきたけ、こまつ
な、キャベツ、バナナ、み
かん缶

うるち米、じゃがいも、ごま 水、かつお・昆布だ
し、ハヤシルウ、こい
くちしょうゆ、穀物酢、
マヨドレ（卵なし）、
しょうゆせんべい、ラ
ムネ

◎のむヨーグルト（お
やつ）
◎いなり風おにぎり

さわら、かつお節、挽きわ
り納豆、絹ごし豆腐、飲む
ヨーグルト、油揚げ

エネルギー　767kcal
たんぱく質　32.8g

脂質　21.6g
炭水化物　115.7g

塩分　1.7g

ご飯
魚の磯辺揚げ
小松菜の納豆和え
豆腐と野菜の味噌汁
バナナ

あおのり、にんじん、こま
つな、だいずもやし、たま
ねぎ、ほうれんそう、長ね
ぎ、葉ねぎ、バナナ

うるち米、かたくり粉、揚
げ油、三温糖、ごま

食塩、水、マヨドレ（卵
なし）、かつお・昆布
だし、こいくちしょう
ゆ、米みそ、本みりん

◎牛乳（おやつ）
◎フライドポテト

鶏もも肉、牛乳、粉チーズ エネルギー　565kcal
たんぱく質　22.0g

脂質　21.6g
炭水化物　80.1g

塩分　1.9g

ご飯
鶏肉と大根の照り煮
ブロッコリーの焼き海苔和え
キャベツと人参の味噌汁
りんご

しょうが、だいこん、ブロッ
コリー、にんじん、焼きの
り、キャベツ、ほうれんそ
う、長ねぎ、葉ねぎ、りん
ご

うるち米、三温糖、じゃが
いも、揚げ油

こいくちしょうゆ、本み
りん、料理酒、かつ
お・昆布だし、米み
そ、食塩

◎牛乳（おやつ）
◎メロンパン
◎チーズパン

豚ひき肉、牛乳、ピザ用
チーズ

エネルギー　636kcal
たんぱく質　24.8g

脂質　20.9g
炭水化物　94.4g

塩分　2.6g

中華丼
野菜の味噌汁
バナナ

はくさい、にんじん、こまつ
な、しいたけ、えのきた
け、たまねぎ、ほうれんそ
う、バナナ

うるち米、ごま油、かたくり
粉、コッペパン

食塩、こいくちしょう
ゆ、かつお・昆布だ
し、米みそ、メロンパ
ン

◎牛乳（おやつ）
◎ひなあられ
◎ゼリー

鶏ひき肉、高野豆腐、木
綿豆腐、牛乳

エネルギー　553kcal
たんぱく質　29.0g

脂質　18.0g
炭水化物　76.5g

塩分　1.8g

ひなちらし
花麩のすまし汁
いちご

たまねぎ、しいたけ、かぼ
ちゃ、にんじん、スナップ
えんどう、長ねぎ、葉ね
ぎ、ほうれんそう、いちご

三温糖、うるち米、釜焼き
ふ

食塩、こいくちしょう
ゆ、かつお・昆布だ
し、ひなあられ、オレ
ンジゼリー

◎牛乳（おやつ）
◎ビーフンチャンプル

豚かたロース、油揚げ、
牛乳、豚ひき肉

エネルギー　736kcal
たんぱく質　27.8g

脂質　22.7g
炭水化物　111.9g

塩分　2.3g

ご飯
豚肉の照り焼き
ひじきの煮物
わかめとたまねぎの味噌汁
バナナ

たまねぎ、干しひじき、に
んじん、さやえんどう、ほ
うれんそう、長ねぎ、葉ね
ぎ、カットわかめ、バナ
ナ、キャベツ、コーン缶

うるち米、三温糖、ごま
油、ビーフン

本みりん、こいくち
しょうゆ、かつお・昆
布だし、米みそ、食塩

◎牛乳（おやつ）
◎あべかわマカロニ

あずき、厚揚げ、豚ひき
肉、牛乳、きな粉

エネルギー　567kcal
たんぱく質　23.0g

脂質　16.3g
炭水化物　90.7g

塩分　1.7g

赤飯
厚揚げと野菜のそぼろ煮
じゃがいもの味噌汁
りんご

たまねぎ、にんじん、しい
たけ、えのきたけ、こまつ
な、だいこん、ほうれんそ
う、長ねぎ、葉ねぎ、りん
ご

うるち米、いりごま、サラダ
油、三温糖、かたくり粉、
じゃがいも、マカロニ

食塩、こいくちしょう
ゆ、かつお・昆布だ
し、米みそ

3月　献立表　幼児食

栄養価

その他

くるみ愛育園

昼食
おやつ

(〇朝おやつ◎昼おやつ）
エネルギーになるもの

2023 年　3 月

日
付

献立名 食材名

血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの
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※栄養価は3歳以上時の昼食・昼おやつの合計です

◎牛乳（おやつ）
◎人参とレーズンの
パウンドケーキ

さけ、しらす干し、かつお
節、牛乳、卵

エネルギー　615kcal
たんぱく質　28.4g

脂質　16.1g
炭水化物　95.7g

塩分　1.8g

ご飯
鮭の味噌焼き
ほうれん草としらすの和え物
野菜のすまし汁
りんご

ほうれんそう、にんじん、
たまねぎ、長ねぎ、葉ね
ぎ、しいたけ、りんご、レー
ズン

うるち米、三温糖、ホット
ケーキミックス、上白糖、
食塩不使用バター

米みそ、本みりん、こ
いくちしょうゆ、ぽん
酢しょうゆ、かつお・
昆布だし、食塩

◎牛乳（おやつ）
◎じゃがいもとチーズ
のおやき

豚かたロース、木綿豆
腐、牛乳、ピザ用チーズ

エネルギー　553kcal
たんぱく質　21.9g

脂質　21.1g
炭水化物　75.9g

塩分　1.8g

ご飯
豚肉の生姜焼き
いんげんのごま和え
けんちん汁
バナナ

たまねぎ、しょうがおろし
汁、りんご、さやいんげ
ん、にんじん、だいこん、
ごぼう、長ねぎ、バナナ

うるち米、なたね油、三温
糖、ごま、さといも、ごま
油、じゃがいも、サラダ油

こいくちしょうゆ、本み
りん、かつお・昆布だ
し、食塩、コンソメ

◎牛乳（おやつ）
◎手作りラスク

豚かたロース、豚ひき肉、
ヨーグルト、牛乳

エネルギー　650kcal
たんぱく質　24.1g

脂質　20.5g
炭水化物　102.0g

塩分　2.5g

具だくさんカレーライス
フルーツヨーグルト

たまねぎ、にんじん、こま
つな、しいたけ、えのきた
け、バナナ、みかん缶

うるち米、じゃがいも、食
パン、グラニュー糖

水、カレールウ、かつ
お・昆布だし

◎のむヨーグルト（お
やつ）
◎ひじきの混ぜこみ
おにぎり

さわら、かつお節、飲む
ヨーグルト、ツナ缶

エネルギー　562kcal
たんぱく質　25.7g

脂質　7.8g
炭水化物　102.6g

塩分　1.9g

ご飯
魚の焼きおろし煮
ブロッコリーのおかか和え
白菜の味噌汁
バナナ

だいこん、こまつな、ブロッコ
リー、にんじん、ほうれんそ
う、たまねぎ、長ねぎ、葉ね
ぎ、はくさい、バナナ、青ピー
マン、しいたけ、干しひじき

うるち米、三温糖、ごま油 食塩、こいくちしょう
ゆ、料理酒、かつお・
昆布だし、米みそ、本
みりん

◎牛乳（おやつ）
◎パンケーキ

かつお節、鶏もも肉、厚揚
げ、牛乳、豆乳

エネルギー　616kcal
たんぱく質　27.0g

脂質　18.6g
炭水化物　92.6g

塩分　2.0g

かつおふりかけご飯
筑前煮
わかめとたまねぎの味噌汁
りんご

日高こんぶ、にんじん、こ
まつな、しいたけ、れんこ
ん、ごぼう、だいこん、ほう
れんそう、長ねぎ、葉ね
ぎ、カットわかめ、たまね
ぎ、りんご

うるち米、三温糖、ごま、
ホットケーキミックス、メー
プルシロップ

こいくちしょうゆ、かつ
お・昆布だし、食塩、
米みそ

◎牛乳（おやつ）
◎メロンパン
◎チーズパン

豚ひき肉、絹ごし豆腐、牛
乳、ピザ用チーズ

エネルギー　690kcal
たんぱく質　26.1g

脂質　25.1g
炭水化物　99.1g

塩分　3.1g

ドライカレー
豆腐と野菜のスープ
バナナ

にんじん、たまねぎ、赤パ
プリカ、青ピーマン、グリン
ピース、コーン缶、ほうれ
んそう、バナナ

うるち米、なたね油、コッ
ペパン

食塩、カレールウ、か
つお・昆布だし、中華
だし、こいくちしょう
ゆ、メロンパン

◎牛乳（おやつ）
◎チヂミ

さけ、油揚げ、牛乳、鶏さ
さみ

エネルギー　577kcal
たんぱく質　28.4g

脂質　17.7g
炭水化物　83.5g

塩分　2.2g

ご飯
鮭のごま焼き
ポテトサラダ
大根とうす揚げの味噌汁
バナナ

にんじん、ブロッコリー、
ほうれんそう、長ねぎ、葉
ねぎ、だいこん、バナナ、
にら

うるち米、ごま、じゃがい
も、お好み焼き粉、ごま油

食塩、マヨドレ（卵な
し）、かつお・昆布だ
し、米みそ

◎牛乳（おやつ）
◎スナックパン

油揚げ、木綿豆腐、鶏ひ
き肉、牛乳

エネルギー　650kcal
たんぱく質　24.8g

脂質　19.0g
炭水化物　102.8g

塩分　2.7g

炊き込みご飯
豆腐の和風あんかけ
わかめとキャベツの味噌汁
りんご

にんじん、干しひじき、たま
ねぎ、しいたけ、えのきた
け、さやえんどう、しょうが、
ほうれんそう、長ねぎ、葉ね
ぎ、カットわかめ、キャベツ、
りんご

うるち米、かたくり粉、サラ
ダ油、三温糖

かつお・昆布だし、こ
いくちしょうゆ、料理
酒、食塩、米みそ、菓
子パン

◎牛乳（おやつ）
◎手作りケーキ（いち
ご）

豚ひき肉、牛乳、卵、生ク
リーム

エネルギー　672kcal
たんぱく質　23.8g

脂質　21.9g
炭水化物　102.4g

塩分　1.7g

ふりかけご飯
煮込みハンバーグ
ゆでブロッコリー
根菜の味噌汁
ゼリー

たまねぎ、カットトマト缶、
にんじん、ブロッコリー、
ほうれんそう、長ねぎ、葉
ねぎ、だいこん、葉だいこ
ん、みかん缶、いちご、バ
ナナ

うるち米、かたくり粉、じゃ
がいも、三温糖、薄力粉、
上白糖、なたね油

さけふりかけ（丸美
屋）、食塩、こいくち
しょうゆ、かつお・昆
布だし、米みそ、オレ
ンジゼリー

◎牛乳（おやつ）
◎大学芋

鶏もも肉、厚揚げ、蒸し大
豆、油揚げ、牛乳

エネルギー　636kcal
たんぱく質　23.0g

脂質　22.7g
炭水化物　94.6g

塩分　1.7g

ご飯
鶏肉と大豆の煮物
小松菜とにんじんの味噌汁
りんご

にんじん、しいたけ、だい
こん、さやいんげん、ほう
れんそう、長ねぎ、葉ね
ぎ、こまつな、りんご

うるち米、三温糖、さつま
いも、ごま、上白糖、揚げ
油

かつお・昆布だし、食
塩、こいくちしょうゆ、
米みそ

ツナ缶、豆乳、絹ごし豆腐 エネルギー　341kcal
たんぱく質　10.3g

脂質　8.5g
炭水化物　58.1g

塩分　1.4g

トマトリゾット
豆腐と野菜のスープ
バナナ

たまねぎ、なす、にんじ
ん、えのきたけ、カットトマ
ト缶、コーン缶、ほうれん
そう、バナナ

うるち米、なたね油 中華だし、食塩、かつ
お・昆布だし、こいくち
しょうゆ

◎牛乳（おやつ）
◎ごまクッキー

さけ、厚揚げ、牛乳、豆
乳、きな粉

エネルギー　680kcal
たんぱく質　30.6g

脂質　22.1g
炭水化物　97.2g

塩分　1.2g

ご飯
鮭の塩焼き
きんぴらごぼう
キャベツと厚揚げの味噌汁
バナナ

ごぼう、にんじん、こまつ
な、ほうれんそう、長ね
ぎ、葉ねぎ、キャベツ、バ
ナナ

うるち米、三温糖、上白
糖、調合油、薄力粉、すり
ごま

食塩、こいくちしょう
ゆ、かつお・昆布だ
し、米みそ

◎牛乳（おやつ）
◎オニオンブレッド

豚かたロース、豚ひき肉、
厚揚げ、絹ごし豆腐、牛
乳、ピザ用チーズ、ウイン
ナーソーセージ

エネルギー　732kcal
たんぱく質　28.2g

脂質　23.9g
炭水化物　111.4g

塩分　2.6g

ご飯
肉じゃが
わかめと豆腐の味噌汁
りんご

たまねぎ、にんじん、こま
つな、えのきたけ、しいた
け、ほうれんそう、長ね
ぎ、葉ねぎ、カットわか
め、りんご

うるち米、じゃがいも、上
白糖、なたね油、ホット
ケーキミックス

かつお・昆布だし、こ
いくちしょうゆ、米み
そ
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