
2022年10月 献　　　立　　　表 普通食
日／曜 献　　立　　名 材料名（昼食・3時おやつ） 3時おやつ 栄　養　価

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 その他食品 未満児

1日(土)
15日(土)

カレーライス 米、油、砂糖 牛乳、牛乳、豚ひき肉 たまねぎ、じゃがいも、にん
じん

かつお・昆布だし汁、みり
ん、しょうゆ、酢、コンソ
メ、食塩、こしょう

エネルギー 528 kcal
オレンジゼリー 牛乳 たんぱく質 17.7 ｇ

クラッカー 脂　　質 13.6 ｇ
せんべい カルシウム 264 mg

3日(月)
17日(月)

ごはん 米、干しうどん、油、小麦
粉、マヨドレ、白ごま

牛乳、豚ひき肉、豚小間、大
豆水煮、みそ、スキムミル
ク、かつお節

たまねぎ、オレンジ、にんじ
ん、はくさい、いんげん、コ
ーン、ピーマン、切り干しだ
いこん

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、食塩

エネルギー 507 kcal
大豆入りそぼろ丼 牛乳 たんぱく質 17.1 ｇ
切干大根のマヨサラダ 焼きうどん 脂　　質 19.4 ｇ
みそ汁（白菜・コーン） カルシウム 217 mg
オレンジ

4日(火)
18日(火)

ハヤシライス 米、砂糖、小麦粉、黒砂糖、
油

牛乳、牛乳、ヨーグルト(無
糖)、豚小間、無塩バター、き
な粉、ゼラチン、スキムミル
ク

キャベツ、たまねぎ、にんじ
ん、トマトピューレ、コー
ン、ブルーベリージャム、カ
ットわかめ

ケチャップ、ウスターソー
ス、酢、しょうゆ、食塩、コ
ンソメ

エネルギー 505 kcal
わかめとコーンのサラダ 牛乳 たんぱく質 18.3 ｇ
ヨーグルト 牛乳プリン 脂　　質 16.7 ｇ

カルシウム 290 mg

5日(水)
19日(水)

ごはん 米、じゃがいも、小麦粉、片
栗粉、パン粉、ごま油、油、
砂糖

牛乳、豚ひき肉、挽きわり納
豆、みそ、スキムミルク、か
つお節

ほうれんそう、りんご、たま
ねぎ、にんじん、にら、カッ
トわかめ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、ケチャップ、食塩、こし
ょう

エネルギー 443 kcal
ハンバーグ 牛乳 たんぱく質 17.3 ｇ
ほうれん草の納豆和え チヂミ 脂　　質 13.8 ｇ
みそ汁（じゃがいも・わかめ） カルシウム 196 mg
りんご

6日(木)
20日(木)

ごはん 米、ホットケーキミックス、
マヨドレ、麩、小麦粉、油、
砂糖

牛乳、鱒、無塩バター、み
そ、牛乳、油揚げ

バナナ、だいこん、たまね
ぎ、にんじん、こまつな、か
ぼちゃ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、食塩

エネルギー 438 kcal
魚のもみじ焼き 牛乳 たんぱく質 17.5 ｇ
小松菜の煮びたし かぼちゃスコーン 脂　　質 14.4 ｇ
みそ汁（麩・玉ねぎ） カルシウム 205 mg
バナナ

7日(金)
21日(金)

ナポリタン 米、スパゲティ、じゃがい
も、マヨドレ、油、砂糖

牛乳、豚ひき肉、鶏もも肉
（皮なし）、しらす干し

にんじん、柿、ピーマン、た
まねぎ、いんげん、チンゲン
サイ、コーン、カットわかめ

ケチャップ、かつお・昆布だ
し汁、しょうゆ、酢、食塩、
コンソメ、こしょう

エネルギー 462 kcal
マセドアンサラダ 牛乳 たんぱく質 17.7 ｇ
コンソメスープ わかめごはん 脂　　質 13.8 ｇ
柿 カルシウム 188 mg

8日(土)
22日(土)

ハヤシライス 米、じゃがいも、にんじん、
油

牛乳、牛乳、豚ひき肉、粉チ
ーズ

キャベツ、たまねぎ、トマ
ト、にんじん

ケチャップ、ウスターソー
ス、コンソメ、食塩、こしょ
う

エネルギー 454 kcal
ぶどうゼリー 牛乳 たんぱく質 16.3 ｇ

ビスケット 脂　　質 11.6 ｇ
ウエハーウス カルシウム 289 mg

10日(月)
24日(月)

ごはん 米、小麦粉、油、砂糖、マヨ
ドレ、パン粉

牛乳、鶏むね肉（皮なし）、
牛乳、みそ

キャベツ、オレンジ、にんじ
ん、りんご、たまねぎ、コー
ン、切り干しだいこん

かつお・昆布だし汁、酢、ベ
ーキングパウダー、食塩、こ
しょう

エネルギー 467 kcal
鶏肉のパン粉焼き 牛乳 たんぱく質 18.6 ｇ
コールスローサラダ りんご蒸しパン 脂　　質 14.7 ｇ
みそ汁（切り干し大根・玉ねぎ） カルシウム 216 mg
オレンジ

11日(火)

マーボー丼 米、あわせるゼリー（マスカ
ット）、小麦粉、おから、砂
糖、マヨドレ、油、ごま油、
片栗粉、はるさめ

牛乳、木綿豆腐、豚ひき肉、
牛乳、ツナ油漬缶、みそ

だいこん、にんじん、ねぎ、
いんげん、コーン、レーズン、
カットわかめ

しょうゆ、鶏ガラスープ、食
塩

エネルギー 550 kcal
大根のツナサラダ 牛乳 たんぱく質 16.2 ｇ
春雨スープ おからクッキー 脂　　質 21.8 ｇ
マスカットゼリー カルシウム 225 mg

12日(水)

食パン 食パン、米、マカロニ、小麦
粉、マヨドレ、油、パン粉

牛乳、鶏もも肉（皮なし）、
豚ひき肉、スキムミルク、無
塩バター、かつお節

たまねぎ、りんご、ブロッコ
リー、にんじん、コーン、ピ
ーマン、キャベツ

しょうゆ、食塩、コンソメ、
カレー粉、こしょう

エネルギー 464 kcal
マカロニグラタン 牛乳 たんぱく質 17.8 ｇ
ブロッコリーのおかかマヨ カレーピラフ 脂　　質 14.2 ｇ
コンソメジュリアン カルシウム 217 mg
りんご

13日(木)

ごはん 米、砂糖、小麦粉、ごま油 牛乳、さわら、厚揚げ、豚小
間、ゼラチン、みそ

みかんジュース、キャベツ、
にんじん、バナナ、たまね
ぎ、ピーマン

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、酒、鶏ガラスープ、しょ
うが、食塩

エネルギー 439 kcal
さわらの味噌煮 牛乳 たんぱく質 21.5 ｇ
野菜ソテー オレンジゼリー 脂　　質 12.6 ｇ
すまし汁（厚揚げ・たまねぎ） カルシウム 220 mg
バナナ

14日(金)
28日(金)

ごはん 米、小麦粉、さつまいも、砂
糖、片栗粉、油、白ごま

牛乳、ヨーグルト、豚小間、
牛乳、卵、油揚げ、みそ

ほうれんそう、にんじん、し
ょうが、ひじき

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、ベーキングパウダー

エネルギー 523 kcal
豚肉のしょうが焼き 牛乳 たんぱく質 21.0 ｇ
ほうれん草とひじきの胡麻和え ドーナツ 脂　　質 14.3 ｇ
みそ汁（さつまいも・油揚げ） カルシウム 323 mg
カップヨーグルト

25日(火)

マーボー丼 米、あわせるゼリー（マスカ
ット）、小麦粉、おから、砂
糖、マヨドレ、油、ごま油、
片栗粉、はるさめ

牛乳、木綿豆腐、豚ひき肉、
牛乳、ツナ油漬缶、みそ

だいこん、チンゲンサイ、ね
ぎ、にんじん、コーン、レー
ズン、カットわかめ

しょうゆ、鶏ガラスープ、食
塩

エネルギー 549 kcal
大根のツナサラダ 牛乳 たんぱく質 16.2 ｇ
春雨スープ おからクッキー 脂　　質 21.8 ｇ
マスカットゼリー カルシウム 233 mg

26日(水)

食パン 食パン、米、マカロニ、小麦
粉、マヨドレ、油、パン粉

牛乳、鶏もも肉（皮なし）、
豚ひき肉、スキムミルク、無
塩バター、かつお節

たまねぎ、りんご、ブロッコ
リー、にんじん、コーン、ピ
ーマン、キャベツ

しょうゆ、食塩、コンソメ、
カレー粉、こしょう

エネルギー 464 kcal
マカロニグラタン 牛乳 たんぱく質 18.1 ｇ
ブロッコリーのおかかマヨ カレーピラフ 脂　　質 14.2 ｇ
コンソメジュリアン カルシウム 227 mg
りんご

27日(木)
誕生日会

さつまいもごはん 米、小麦粉、さつまいも、砂
糖、油、白ごま

牛乳、鶏もも肉（皮なし）、
牛乳、絹ごし豆腐、生クリー
ム、ヨーグルト(無糖)

りんご、はくさい、にんじ
ん、しめじ、コーン、ひじき

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、みりん、ベーキングパウ
ダー、食塩

エネルギー 467 kcal
鶏のごま照り焼き 牛乳 たんぱく質 17.8 ｇ
はくさいとひじきのおひたし ケーキ 脂　　質 13.2 ｇ
すまし汁 カルシウム 258 mg
デザート

1日(土)
15日(土)

カレーライス 米、油、砂糖 牛乳、牛乳、豚ひき肉 たまねぎ、じゃがいも、にん
じん

かつお・昆布だし汁、みり
ん、しょうゆ、酢、コンソ
メ、食塩、こしょう

エネルギー 528 kcal
オレンジゼリー 牛乳 たんぱく質 17.7 ｇ

クラッカー 脂　　質 13.6 ｇ
せんべい カルシウム 264 mg

31日(月)

ハロウィンライス 米、ホットケーキミックス、
油、マカロニ、片栗粉、マヨ
ドレ、砂糖

牛乳、鶏むね肉（皮なし）、
ヨーグルト(無糖)、牛乳、ツ
ナ油漬缶、スキムミルク

にんじん、かぼちゃ、キャベ
ツ、トマト水煮、いんげん、
たまねぎ、いちごジャム

しょうゆ、酒、食塩、ケチャ
ップ、コンソメ、ココア、し
ょうが、こしょう

エネルギー 528 kcal
鶏の唐揚げ 牛乳 たんぱく質 20.6 ｇ
マカロニサラダ マカロニきなこ 脂　　質 18.9 ｇ
ミネストローネ カルシウム 236 mg
ヨーグルト

※食べていない食材がある場合は給食提供日までに、何回かご自宅で試して下さい。 アレルギーが出た場合は速やかに担当保育士までにご連絡下さい。 
※都合により献立・食材を変更することがあります。
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