
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）

マーボー豆腐丼 　612 （557） 精白米 豚肉 人参、干し椎茸 牛乳 芋ようかん のりご飯、じゃが芋の味噌汁 　589 （559) 精白米 赤魚、豚肉 根生姜、玉ねぎ プリン バナナクレープ

１　（月） トマトのスープ 　22.2（21.0） 調合油 豆腐 長ねぎ、トマト 牛乳 １７（水） 赤魚煮、生揚げの中華煮 　24.8（23.7） 調合油 生揚げ 人参、ほうれん草 牛乳

果物 　17.1（17.5） さつま芋 卵、味噌 根生姜 ほうれん草のごま和え 　19.1（18.8） じゃが芋 わかめ、味噌 もやし、筍、椎茸

ご飯、お麩のすまし汁 　606 （552） 精白米 鮭 玉ねぎ、人参 牛乳 マーマレードジャムサンド ご飯、白菜の味噌汁 　606 （552） 精白米 鶏肉、豆腐 玉ねぎ、人参 牛乳 たこ焼き

２　（火） 鮭のムニエル 　28.4（26.0） 里芋 ベーコン えのき、しめじ 牛乳 １８（木） 豆腐のつくね焼き 　24.8（23.1） 調合油 卵、ひじき れんこん、コーン 牛乳

きのこのソテー、里芋のそぼろ煮 　22.3（21.6） お麩 鶏肉、卵 ほうれん草 果物 ひじきと蓮根のサラダ、りんごゼリー 　19.2（19.2） 薄力粉 味噌、たこ きゅうり、白菜 果物

ご飯、豆腐の味噌汁 　619 （542） 精白米 豚肉、豆腐 人参、いんげん ヨーグルト ミートソースペンネ ハロウィンカレーライス 　620 （563） 精白米 豚肉 玉ねぎ、人参 牛乳 フルーツヨーグルト

３　（水） 豚肉の野菜巻き 　27.7（25.2) 調合油 魚肉ソーセージ ブロッコリー 牛乳 １９（金） かぼちゃのサラダ 　14.6（15.0） 調合油 ハム かぼちゃ、パイン

ブロッコリーサラダ、チーズ 　23.8（19.2） マカロニ わかめ、味噌 きゅうり、玉ねぎ 果物 バースディケーキ 　22.7（21.9） じゃが芋 ヨーグルト きゅうり、バナナ

ふりかけご飯、大根のすまし汁 　605 （551） 精白米 ぶり、鶏肉 ゆず、ごぼう 牛乳 お麩のラスク 中華丼 　621 （549） 精白米 豚肉、えび 玉ねぎ、人参 牛乳 お菓子

４　（木） ぶりのゆず味噌焼き 　24.6（23.0） お麩 味噌、大豆 人参、もやし 牛乳 ２０（土） わかめのスープ 　20.2（19.1) 調合油 いか、あさり きくらげ、白菜 牛乳

五目豆煮、ほうれん草のおひたし 　23.5（24.2） 油揚げ 大根、干し椎茸 果物 果物 　26.7（25.2） わかめ、卵 長ねぎ ミニゼリー

ご飯、クラムチャウダー 　614 （558） 精白米 鶏肉、ツナ 人参、レタス 牛乳 ボンボンドーナッツ ご飯、にら卵汁 　625 （567） 精白米 豚肉、ハム キャベツ、人参 牛乳 カレーうどん

５　（金） タンドリーチキン 　23.0（21.7） じゃが芋 ヨーグルト きゅうり、玉ねぎ 野菜ジュース ２２（月） ロールキャベツ 　19.6（19.0） じゃが芋 鶏肉、卵 きゅうり、トマト 牛乳

海藻サラダ、果物 　20.5（20.2） 薄力粉 あさり、牛乳 キャベツ ポテトサラダ、トマト 　22.4（21.7） 干うどん にら、長ねぎ 果物

卵とじうどん 　594 （512） うどん 鶏肉 長ねぎ、人参 牛乳 お菓子 ご飯、豆腐の味噌汁 　599 （554） 精白米 さわら、鶏肉 大根、人参 牛乳 ピザトースト

６　（土） 果物 　20.4（19.0) 調合油 卵 干し椎茸 牛乳 ２３（火） さわらの照り焼き 　27.4（25.2） しらたき 豆腐、わかめ 白菜、もやし 牛乳

　19.5（19.3） 玉ねぎ ミニゼリー 鶏大根煮、白菜の和え物 　23.3（22.4） 食パン 味噌 果物

ご飯、大根の味噌汁 　626 （548） 精白米 豚肉、ハム 玉ねぎ、にら ヨーグルト ポンデゲージョ

８　（月） 体育の日 ２４（水） 肉豆腐 　21.5（20.2） 米粉 油揚げ、味噌 きゅうり、人参 牛乳

春雨サラダ、かぼちゃの甘煮 　23.0（18.6） はるさめ チーズ かぼちゃ、大根 果物

ご飯、大根の味噌汁 　581 （510） 精白米 たら、ハム 人参、かぼちゃ 牛乳 ごまだんご ご飯、きのこのスープ 　604 （550） 精白米 かじきまぐろ キャベツ、人参 牛乳 かぼちゃグラタン

９　（火） たらのカレ―ムニエル 　22.6（20.3） 白玉粉 豚肉、味噌 きゅうり、大根 牛乳 ２５（木） まぐろカツ、トマト 　25.1（23.4） パン粉 ちくわ、味噌 きゅうり、えのき 牛乳

かぼちゃのサラダ、ミートボール 　20.1（18.4） 調合油 油揚げ 玉ねぎ 果物 キャベツと竹輪の味噌マヨ和え 　23.5（22.6） 調合油 しめじ、干し椎茸 果物

ご飯、玉ねぎの味噌汁 　614 （540) 精白米 鶏肉、ハム きゅうり、人参 ピーチゼリー ポテトチーズ焼き ご飯、コーンスープ 　587 （537） 精白米 鶏肉、ハム レモン、りんご 牛乳 さつま芋蒸しパン

１０（水） ねぎ塩チキン 　21.4（18.8） スパゲティ わかめ、味噌 トマト、玉ねぎ 牛乳 ２６（金） 鶏肉のバーベキューソース 　22.4（21.2） マカロニ 牛乳 きゅうり、人参 野菜ジュース

スパゲティサラダ、トマト 　28.1（22.5） じゃが芋 ベーコン 長ねぎ 果物 マカロニサラダ、果物 　15.6（16.3） さつま芋 卵 玉ねぎ、コーン

もみじご飯、じゃが芋の味噌汁 　621 （564） 精白米 さんま、卵 人参、レモン 牛乳 まんじゅう 和風スープスパゲティ 　622 （565） スパゲティ ベーコン えのき、しめじ 牛乳 お菓子

１１（木） さんまの塩焼き 　25.2（23.5） 薄力粉 凍り豆腐 干し椎茸 牛乳 ２７（土） 果物 　19.7（19.1) 調合油 椎茸、人参 牛乳

凍り豆腐の卵とじ、酢の物 　23.5（22.6） じゃが芋 鶏肉 玉ねぎ、きゅうり 果物 　24.3（23.2） 小松菜、玉ねぎ ミニゼリー

パン、クリームシチュー 　620 （563） ロールパン 豚肉、卵 玉ねぎ、人参 牛乳 五目おむすび ご飯、玉ねぎのスープ 　622 （565） 精白米 いか 玉ねぎ、人参 牛乳 ピーナッツサンド

１２（金） きのこのハンバーグ 　28.8（26.3) じゃが芋 鶏肉、えび マッシュルーム 野菜ジュース ２９（月） イカフライ 　21.9（20.8） 調合油 ウィンナー 干し椎茸 牛乳

ブロッコリーとえびのサラダ 　25.7（24.4） 調合油 しめじ、えのき ジャーマンポテト、トマト 　23.0（22.2） じゃが芋 卵 トマト 果物

ソース焼きそば 　617 （561） 中華麺 豚肉 キャベツ、人参 牛乳 お菓子 ご飯、豆腐のスープ 　636 （558） 精白米 豚肉、あさり 玉ねぎ、人参 牛乳 アメリカンドック

１３（土） 長ねぎのスープ 　18.9（18.4） 調合油 卵 玉ねぎ、ピーマン 牛乳 ３０（火） 八宝菜 　25.2（22.7） さつま芋 えび、いか 白菜、きくらげ 牛乳

果物 　24.1（23.1） わかめ 長ねぎ、もやし ミニゼリー さつま芋のレモン煮、しゅうまい 　23.9（22.0） 調合油 豆腐、卵 長ねぎ、レモン 果物

ご飯、大根の味噌汁 　623 （571） 精白米 かつお、豚肉 玉ねぎ、人参 牛乳 ハムチーズサンド ご飯、じゃが芋の味噌汁 　611 （559） 精白米 さば、味噌 れんこん、ごぼう オレンジゼリー パンプキンババロア

１５（月） かつおの竜田揚げ 　27.6（25.4） じゃが芋 油揚げ、ハム グエリンピース 牛乳 ３１（水） さばの味噌煮 　22.3（20.1） じゃが芋 人参、玉ねぎ りんごジュース

肉じゃが、ブロッコリーのごま和え 　22.4（21.7） 調合油 味噌、チーズ もやし、大根 果物 きんぴら、白菜のおひたし 　20.1（16.1） しらたき 白菜、もやし

ご飯、チンゲン菜のスープ 　594 （542） 精白米 卵 きゅうり、もやし 牛乳 レーズンケーキ 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：2.2ｇ　未満児：1.9ｇ

１６（火） かに玉 　19.2（18.7） はるさめ かにかま 長ねぎ、椎茸 牛乳

バンサンスー、さつま芋の甘煮 　17.7（18.0） さつま芋 人参、チンゲン菜 果物 食に関係するおはなし かぼちゃには、カロテン（ビタミンＡ）、ビタミンＣ、

　　「　１４ひきのかぼちゃ　」 ビタミンＥなどを多く含む緑黄食野菜なので、

　　「　ぐりとぐらとすみれちゃん　」 ビタミン不足な時期にはぴったりの食材です。

平成３０年１０月　　予定献立表　　　太陽認定こども園


