
エネルギーKcal　  　主　　な 　　 材　　料 　名 エネルギーKcal　　   主　 な     材　 　料 　名
 日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ  日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ

脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの 　（未満児） 脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの 　（未満児）

ご飯、けんちん汁 　599 （516） 精白米 鮭、油揚げ ピーマン、人参 牛乳 ホットケーキ ケチャップライス、人参のスープ 　581 （503） 精白米 ハム 人参、玉ねぎ 牛乳 スティックパイ

１　（火） 鮭の味噌マヨネーズ焼き 　23.3（20.8） 里芋 納豆 玉ねぎ、白菜 牛乳 １８（金） ハムカツ 　16.9（15.9） 小麦粉 卵 コーン、キャベツ 野菜ジュース

白菜の煮びたし、チーズ納豆 　22.4（20.6） こんにゃく 卵 ほうれん草、ねぎ キャベツと竹輪の味噌マヨ和え、果物 　19.6（18.5） パン粉 竹輪 きゅうり

ご飯、コーンスープ 　619 （516） 精白米 かに風味かまぼこ ねぎ、にら 牛乳 すいとん マーボー豆腐丼 　629 （511） 精白米 豚肉 ねぎ、人参 牛乳 お菓子

２　（水） かに玉、ポテトサラダ 　22.5（19.5) じゃが芋 卵、ハム 人参、きゅうり 野菜ジュース １９（土） きくらげのスープ 　21.8（19.1） 豆腐 きくらげ 牛乳

しゅうまい 　17.2（15.9） 小麦粉 鶏肉 玉ねぎ、パセリ 果物 　21.1（19.5） あさつき ミニゼリー

ご飯、じゃが芋の味噌汁 　586 （506） 精白米 はんぺん 大根 牛乳 カスタードプディング ポークカレーライス 　674 （544） 精白米 豚肉 人参、玉ねぎ 麦茶 甘辛だんご

３　（木） チーズはんぺんフライ、大根サラダ 　21.7（19.6） じゃが芋 卵 きゅうり 牛乳 ２１（月） フルーツヨーグルト 　17.5（13.9） カレールウ バナナ、みかん せんべい 牛乳

トマト 　23.2（21.2） パン粉 ツナ 玉ねぎ 　20.9（15.8） じゃが芋 もも、パイナップル

のりご飯、玉ねぎの味噌汁 　578 （481） 精白米 鶏肉、卵 玉ねぎ ヨーグルト 米粉マフィン ご飯、もやしの味噌汁 　624 （535） 精白米 豆腐、鶏肉 人参、トマト 牛乳 マーマレードジャムサンド

４　（金） 豆腐のつくね焼き 　23.8（20.9） さつま芋 木綿豆腐 人参 牛乳 ２３（水） あんかけ豆腐、ちくわの磯辺揚げ 　26.5（23.2） 米粉 チーズ、生揚げ きゅうり 牛乳

さつま芋サラダ、果物 　18.2（13.8） ハム、わかめ きゅうり チーズサラダ 　22.1（20.4） 片栗粉 竹輪、青のり もやし 果物

カレーうどん 　641 （520） 乾うどん 鶏肉 人参 牛乳 お菓子 ご飯、チンゲン菜のスープ 　582 （484） 精白米 鶏肉、卵 レタス、きゅうり ヨーグルト 芋ようかん

５　（土） 果物 　22.1（19.3) カレールウ かまぼこ ねぎ 牛乳 ２４（木） タンドリーチキン、シーザーサラダ 　21.0（18.7） さつま芋 ヨーグルト トマト、人参 牛乳

　22.7（20.8) 片栗粉 油揚げ しいたけ ミニゼリー トマト 　23.3（17.6） ベーコン 玉ねぎ、チンゲン菜

ご飯、チンゲン菜のスープ 　641（494) 精白米 たら、卵 玉ねぎ、人参 麦茶 コーントースト ふりかけご飯、わかめの味噌汁 　559 （486） 精白米 ほっけ、鶏肉 大根、人参 牛乳 ぶどうゼリー

７　（月） たらのムニエル(タルタルソース) 　23.5（17.5） じゃが芋 ウインナー ブロッコリー ビスケット 牛乳 ２５（金） ほっけの塩焼き、鶏大根煮 　23.0（20.6） 白滝 豆腐 ブロッコリー お菓子

 ジャーマンポテト、ボイルブロッコリー 　29.4（22.9） 食パン ベーコン チンゲン菜、コーン ブロッコリーのごま和え 　15.8（15.7） わかめ もやし 野菜ジュース

ハロウィンカレー 　667 （567） 精白米 豚肉 人参、玉ねぎ 牛乳 おばけクッキー 焼きそば 　640 （519） 中華麺 豚肉 人参、キャベツ 牛乳 お菓子

８　（火） 蓮根とひじきのサラダ 　19.4（17.9） 小麦粉 ひじき きゅうり 野菜ジュース ２６（土） 卵のスープ 　19.5（17.3） 青のり 玉ねぎ、もやし 牛乳

ジョア 　19.8(18.6) カレールウ コーン 果物 　21.1（19.6） わかめ、卵 ピーマン、しいたけ ミニゼリー

ご飯、なめこの味噌汁 　582（524） 精白米 カツオ、豚肉 玉ねぎ、人参 プリン きつねうどん ご飯、大根の味噌汁 　595 （485） 精白米 鶏肉 きゅうり、人参 麦茶 バナナクレープ

９　（水） カツオの竜田揚げ、肉じゃが 　24.0（21.9） じゃが芋 豆腐 かぶ、きゅうり 麦茶 ２８（月） 鶏肉のバーベキューソース 　22.2（17.4） スパゲティ― ハム トマト ビスケット 牛乳

かぶときゅうりの漬け物 　19.1（17.8） 白滝 かまぼこ なめこ、ねぎ スパゲティサラダ、トマト 　25.6（19.3） 油揚げ、卵 大根

ゆかりご飯、はんぺんのすまし汁 　601 （518） 精白米 鶏肉 人参、かぼちゃ 牛乳 黒ごま蒸しパン ご飯、にら卵スープ 　633 （549) 精白米 豚肉、えび 玉ねぎ、人参 プリン ピザトースト

１０（木） 鶏のみそ焼き、春雨サラダ 　23.3（20.8） 春雨 卵、ハム きゅうり 牛乳 ２９（火） 八宝菜、バンサンスー 　25.6（22.7） 春雨 いか、あさり 白菜、にら 牛乳

かぼちゃの甘煮 　20.9（19.4） ごま はんぺん ほうれん草 えびしゅうまい 　26.9（23.1） 食パン ハム、卵 きゅうり、もやし

ご飯、大根の味噌汁 　598 （512） 精白米 さば 人参、ごぼう 牛乳 あんこ春巻き もみじご飯、舞茸のすまし汁 　569 （494） 精白米 昆布、さわら 人参、柚、舞茸 牛乳 アップルパイ

鯖の香味焼き、筑前煮 　26.2（22.9） 里芋 鶏肉 大根、もやし 牛乳 ３０（水） さわらの柚味噌焼き 　23.4（20.8） パイ皮 凍り豆腐 大根、もやし 野菜ジュース

ほうれん草のおひたし 　21.1（19.6） 油揚げ ほうれん草 果物 凍り豆腐の卵とじ、小松菜のおひたし 　21.2（19.7） 鶏肉、卵 小松菜、三つ葉

クリームスープスパゲティ― 　622 （486） スパゲティ― ベーコン 玉ねぎ、人参 ヨーグルト お菓子 パン、パンプキンシチュー 　606 （521） ロールパン 豚肉 玉ねぎ、レタス 牛乳 ご飯のおとし焼き

１２（土） 果物 　18.9（16.6) キャベツ、グリンピース 牛乳 ３１（木） デミグラスハンバーグ 　26.0（22.8） パン粉 ツナ、わかめ きゅうり、南瓜 牛乳

　19.3（14.5） マッシュルーム ミニゼリー ツナサラダ、果物 　26.1（23.4） シチュールウ ベーコン 人参、コーン

ご飯、豆腐の味噌汁 　615 （488） 精白米 ぶり、わかめ 大根、人参 麦茶 焼きそばパン 都合により献立が変更になることがあります。ご了承ください。　　1食あたりの平均塩分量　以上児：2.3ｇ　未満児：1.8ｇ

１５（火） ぶり大根、具だくさん卵焼き 　27.4（20.8） ロールパン ベーコン 玉ねぎ、きゅうり ビスケット 牛乳

きゅうりとわかめの酢の物 　24.0（19.4） 卵、豆腐 ねぎ、みかん

ご飯、麩のすまし汁 　599 （498） 精白米 豚肉 玉ねぎ、人参 ゼリー がんづき

１６（水） 豚肉の生姜焼き 　22.4（18.4） ハム 南瓜、きゅうり 牛乳

南瓜サラダ、トマト 　21.9（16.4） 麩 トマト、えのき

わかめご飯、じゃが芋の味噌汁 　591 （511） 精白米 赤魚、生揚げ 人参、玉ねぎ 牛乳 アメリカンドック

１７（木） 赤魚煮、生揚の中華煮 　25.1（22.2） じゃが芋 魚肉ソーセージ たけのこ、椎茸 牛乳

小松菜と桜えびの和え物 　24.1（21.8） 桜えび、卵 小松菜、もやし

令和元年　１０月　　予定献立表　　　太陽認定こども園
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10/11(金)
10/15(火)
10/17(木)
10/25(金)

５歳児 三色栄養素

５歳児 箸指導

４歳児 おむすび作り
５歳児 体験学習

≪食育の予定≫


