
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 調味料

カレーうどん 牛乳 エネルギー605kcal

1 大学かぼちゃ きな粉おはぎ たんぱく質23.0ｇ

15 ヨーグルト （米、もち米、きな粉、砂糖） 脂質15.8ｇ

☆15日誕生日会　ロールケーキ 塩分1.4ｇ

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー575kcal

2 マーボー豆腐 トースト（ごま） たんぱく質21.8ｇ

16 もやしとわかめのナムル （食パン、グラニュー糖、 脂質18.5ｇ

30 チキンスープ 　　　         　　　バター、ごま） 塩分2ｇ

みかん缶

ハヤシライス 牛乳 エネルギー587kcal

3 コールスローサラダ ビスケット たんぱく質17.8ｇ

17 野菜ジュース ポップコーン 脂質16.9ｇ

フルーツカクテル (とうもろこし玄穀、塩、油） 塩分1.9ｇ

ごはん（麦入り） 麦茶 エネルギー526kcal

4 肉じゃが（カレー味） ヨーグルト たんぱく質19.0ｇ

18 ほうれん草とじゃこのお浸し ビスケット 脂質10.0ｇ

みそ汁、りんご 塩分1.9ｇ

ミートスパゲティー 牛乳 エネルギー596kcal

6 じゃがいものチーズ焼き せんべい、牛乳フルーツ寒天 たんぱく質20.1ｇ

20 かぶのスープ （牛乳、粉寒天、砂糖、もも缶、 脂質17.4ｇ

りんご 　パイン缶、みかん缶、バナナ） 塩分2.1ｇ

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー593kcal

7 ひき肉のカレー春巻き スイートポテト たんぱく質16.0ｇ

21 春雨サラダ （さつまいも、牛乳、砂糖、 脂質15.4ｇ

わかめスープ、みかん缶 　　      　　無塩バター、みりん） 塩分1.1ｇ

トマトごはん 牛乳 エネルギー528kcal

8 鶏だんご鍋 キャンディーチーズ たんぱく質21.2ｇ

22 ベイクドじゃが せんべい 脂質17.0ｇ

キウイフルーツ 塩分1.5ｇ

ロールパン 牛乳 エネルギー526kcal

9 ハニースパイシーチキン おにぎり（鮭） たんぱく質26.5ｇ

23 マカロニサラダ （米、鮭、ごま、焼きのり） 脂質17.2ｇ

野菜スープ、いちご 塩分2.2ｇ

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー596kcal

10 かじきのきのこがけ スイートポテトパン たんぱく質20.9ｇ

24 かぼちゃの煮物 （ロールパン、さつまいも、 脂質16.0ｇ

みそ汁、りんご 　　　バター、はちみつ） 塩分1.7ｇ

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー594kcal

11 鶏肉の照り焼き 蒸しパン（いちごジャム） たんぱく質21.0ｇ

25 ひじきの煮物 （ホットケーキ粉、牛乳、 脂質19.9ｇ

みそ汁、りんご 　　　　　いちごジャム、油） 塩分1.8ｇ

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー568kcal

13 さけの塩焼き いちごジャムサンド たんぱく質25.3ｇ

27 ブロッコリーとちくわのごまあえ （ロールパン、いちごジャム） 脂質12.3ｇ

けんちん汁、バナナ 塩分1.8ｇ

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー580kcal

14 ミートローフ（ひじき） メープルドーナツ たんぱく質19.1ｇ

28 春キャベツのゆかり和え （ホットケーキ粉、木綿豆腐、油、 脂質17.5ｇ

コーンスープ、りんご   メープルシロップ、グラニュー糖） 塩分1.9ｇ

栄養価

かつおだし汁、減

塩しょうゆ、みり

ん、カレー粉

米、じゃがいも、とう

もろこし（玄穀）、

押麦、油、砂糖

米、ホットケーキ粉、

押麦、砂糖、油、

片栗粉、ごま油

牛乳、鶏もも肉、減塩

みそ、油揚げ

りんご、大根、人参、

いちごジャム、さやえん

どう、ひじき、カットわか

め

牛乳、鶏ひき肉、木綿

豆腐、チーズ

キャベツ、キウイフルー

ツ、トマト、えのき茸、

ねぎ、人参、玉葱、

しょうが

食塩、コンソメ、鶏

がら、パセリ粉

米、さつまいも、バ

ターロール、押麦、

片栗粉、油、はちみ

つ、砂糖

牛乳、かじき、減塩み

そ、油揚げ、バター

食塩、減塩しょう

ゆ、コンソメ、カ

レー粉

かつおだし汁、減

塩しょうゆ、みりん

米、ホットケーキ粉、

片栗粉、押麦、

油、メープルシロッ

プ、グラニュー糖

じゃがいも、米、押

麦、砂糖、油

かぼちゃ、かぶ、りんご、

玉葱、えのき茸、人

参、椎茸、さやえんど

う、カットわかめ

かつおだし汁、減

塩しょうゆ、食塩

ロールパン、米、マカ

ロニ、マヨネーズ、は

ちみつ、ごま、砂糖

さつまいも、米、春

巻きの皮、春雨、

砂糖、押麦、油、

片栗粉、ごま、ごま

油

牛乳、木綿豆腐、豚

ひき肉

玉葱、クリームコーン

缶、りんご、キャベツ、

コーン缶、人参、ひじ

き、ゆかり

ケチャップ、ウスター

ソース、食塩、コン

ソメ

牛乳、豚ひき肉、かに

かまぼこ、無塩バター

りんご、ホールトマト缶

詰、玉葱、人参、バナ

ナ、みかん缶、もも缶、

パイン缶、コーン缶、か

ぶ、かぶの葉、粉寒天

ケチャップ、ウスター

ソース、減塩しょう

ゆ、食塩、コンソ

メ、パセリ粉

米、押麦、ロールパ

ン、ごま、油、砂

糖、ごま油

牛乳、鮭、木綿豆腐、

ちくわ、油揚げ

バナナ、大根、ブロッコ

リー、人参、ねぎ、ごぼ

う、いちごジャム

かつおだし汁、減

塩しょうゆ、食塩

きゅうり、もやし、人

参、コーン缶、ねぎ、

カットわかめ、みかん缶

米、食パン、押麦、

グラニュー糖、ごま

油、片栗粉、砂

糖、ごま

牛乳、木綿豆腐、豚

ひき肉、鶏ひき肉、減

塩みそ、バター

みかん缶、もやし、人

参、玉葱、ねぎ、えの

き茸、かぶ、かぶの葉、

カットわかめ、しょうが

減塩しょうゆ、食

塩、コンソメ

米、じゃがいも、油、

片栗粉

牛乳、豚肉、ハム 野菜ジュース、玉葱、

キャベツ、みかん缶、パ

イン缶、人参、きゅう

り、もも缶、マッシュルー

ム

献立 3時おやつ

ゆでうどん、米、もち

米、砂糖、油、片

栗粉、黒ごま

牛乳、豚肉、油揚げ、

きな粉、ヨーグルト

かぼちゃ、玉葱、人

参、ねぎ

かつおだし汁、減

塩しょうゆ、みり

ん、食塩、カレー

粉

木

水

ヨーグルト、木綿豆腐、

豚肉、減塩みそ、しら

す干し

ほうれん草、りんご、玉

葱、人参、ねぎ、カット

わかめ

ハヤシルウ、酢、

食塩

じゃがいも、スパゲ

ティ、砂糖、油

牛乳、豚ひき肉、とろけ

るチーズ、ベーコン、バ

ター

酢、減塩しょうゆ、

みりん、鶏がら、食

塩、カレー粉

牛乳、鶏もも肉、ハ

ム、鮭

いちご、キャベツ、人

参、玉葱、きゅうり、え

のき茸、焼きのり、にん

にく

2020年　4月　　　献　立　表
ミルキーホーム本八幡みなみ園

金

土

火

月

水

曜
材         料        名

日
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様式F101
2020年04月 献    　  立      　表 ミルキーホーム本八幡みなみ園(一般)

エネルギー
たんぱく質

　脂質／塩分
 (  )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 調味料

27 555.2(0.0)

月 24.4(0.0)

13.4(0.0)

1.5(0.0)

28 591.8(0.0)

火 19.5(0.0)

17.6(0.0)

1.9(0.0)

30 575.1(0.0)

木 21.8(0.0)

18.5(0.0)

2.0(0.0)

牛乳、メープル
ドーナツ

ごはん（麦入り）、マーボー豆
腐、もやしとわかめのナムル、チ
キンスープ、みかん缶

米、○食パン、押麦、○グラ
ニュー糖、ごま油、片栗粉、
砂糖、○ごま、ごま

○牛乳、木綿豆腐、豚ひき
肉、鶏ひき肉、減塩みそ、
○バター

みかん缶、もやし、かぶ、に
んじん、たまねぎ、ねぎ、え
のきたけ、かぶ・葉、カットわ
かめ、しょうが

減塩しょうゆ、食塩、洋風だ
しの素

牛乳、トースト
（ごま）

ごはん（麦入り）、ミートローフ、
春キャベツのコーン煮、コーン
スープ、りんご

米、○ホットケーキ粉、片栗
粉、押麦、○油、○メープル
シロップ、○グラニュー糖

○牛乳、木綿豆腐、豚ひき
肉、○木綿豆腐

たまねぎ、クリームコーン
缶、りんご、キャベツ、コーン
缶、グリーンアスパラガス、
にんじん、ひじき

ケチャップ、ウスターソース、
食塩、洋風だしの素

行事

ごはん（麦入り）、さけの塩焼き、
ブロッコリーとちくわのごまあえ、
けんちん汁、バナナ

米、○ホットケーキ粉、押
麦、○メープルシロップ、ご
ま、○油、砂糖、ごま油

○牛乳、さけ、木綿豆腐、ち
くわ、油揚げ

バナナ、だいこん、ブロッコ
リー、にんじん、ねぎ、ごぼう
（ゆで）

かつおだし汁、減塩しょう
ゆ、食塩

牛乳、ホットケー
キ・ココア

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

10時おやつ 3時おやつ


