
3才以上児

日付 食　　事 午後おやつ からだの血や肉になるもの からだの熱や力になるもの 体の調子をととのえるもの
ｴﾈﾙｷﾞｰ

たんぱく質
脂質

1(木) 五目ごはん,肉じゃが,五目みそ汁 牛乳,せんべい
豚もも肉ミンチ,鶏もも皮なし,
油あげ,カットわかめ,かつお
節,みそ,牛乳

米・精白米,じゃがいも,しらた
き,油,三温糖,せんべい

にんじん,たまねぎ,いんげん,
大根,こまつな,なす 462kcal

18.7g
10.2g

2(金)
バターロールパン,揚げ魚のレモン風味,スープヌードル,
きゅうりともやしのナムル,トマト,牛乳

フルーツポンチ
白身魚,ベーコン,牛乳 バターロールパン,かたくり粉,

油,三温糖,マカロニ,ごま油,す
りごま

ポッカレモン,たまねぎ,にんじ
ん,チンゲンサイ,もやし,きゅう
り,トマト,バナナ,ミックスドフ
ルーツ

432kcal
17.5g
48.8g

3(土) 豚丼,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子
豚もも肉,ヨーグルト,牛乳 米・精白米,油,かたくり粉,せ

んべい
たまねぎ,こまつな,えのきた
け,にんじん,ねぎ,しょうが
チューブ,にんにくチューブ

465kcal
19.7g
13.4g

4(日)

5(月) 野菜たっぷり麻婆丼,はるさめサラダ
牛乳,オレンジ
カルシウムせんべい

木綿豆腐,豚ひき肉,みそ,ハ
ム,牛乳

米・精白米,ごま油,三温糖,か
たくり粉,はるさめ,すりごま,カ
ルシウムせんべい

たまねぎ,なす,トマト,ピーマン,
にんじん,しょうがチューブ,に
んにくチューブ,きゅうり,みか
ん缶,オレンジ

497kcal
17.7g
12.7g

6(火)
全粒粉入り食パン,いちごジャム,豆腐団子,チキンスープ,
せん野菜,牛乳

パンナコッタ
水切り木綿豆腐,干しえび,あ
おのり,しらす干し,かつお節,
鶏もも肉,牛乳,生クリーム,寒
天

全粒粉入り食パン,かたくり
粉,油,じゃがいも,和風ドレッシ
ング,三温糖

いちごジャム,干ししいたけ,に
んじん,ねぎ,たまねぎ,キャベ
ツ,きゅうり

603kcal
19.9g
26.3g

7(水) 中華丼,さつまいもと昆布の煮物
牛乳
自然の恵みドーナツ

むきえび(冷凍),豚肉,刻み昆
布,大豆,牛乳

米・精白米,ごま油,三温糖,か
たくり粉,さつまいも,自然の恵
みドーナツ（大阪屋）

はくさい,たまねぎ,にんじん,
ねぎ,たけのこ,しいたけ,しょう
がチューブ,にんにくチューブ

597kcal
21.3g
16.9g

8(木)
イングリッシュマフィン,鶏の唐揚げ,中華スープ
こふきいも,トマト,牛乳

せんべい
鶏もも肉,ハム,あおのり,牛乳 イングリッシュマフィン,かたく

り粉,油,はるさめ,じゃがいも,
せんべい

しょうがチューブ,もやし,チン
ゲンサイ,にんじん,トマト 564kcal

26.8g
23.6g

9(金)
白い食卓ロールパン,野菜コロッケ,五目汁,きゅうりと
コーンのサラダ,牛乳

棒アイス
油あげ,鶏ひき肉,かつお節,牛
乳

白い食卓ロールパン,野菜コ
ロッケ,里芋,和風ドレッシング,
棒アイス

とうがん,にんじん,干ししいた
け,ねぎ,きゅうり,コーンパック 342kcal

12.8g
11.3g

10(土) 野菜そぼろ丼,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子
豚もも肉ミンチ,ヨーグルト,牛
乳

米・精白米,油,ごま油,小麦粉,
せんべい

キャベツ,こまつな,たまねぎ,
にんじん,コーン缶 461kcal

19.7g
12.9g

11(日)

12(月)
しらすふりかけごはん,かぼちゃのそぼろ煮
厚揚げのみそ汁,オレンジ

牛乳,粒あんデニッシュ
しらす干し,かつお節,鶏ひき
肉,生揚げ,カットわかめ,みそ,
牛乳

米・精白米,すりごま,三温糖,
ごま油,かたくり粉,油

かぼちゃ,しょうがチューブ,グ
リンピース,ほうれんそう,なす,
たまねぎ,にんじん,オレンジ

542kcal
20.8g
13.5g

13(火) にゅうめん,ポテトサラダ,バナナ コーンフレーク,牛乳
鶏もも肉,油あげ,かまぼこ,卵,
かつお節,牛乳

干しひやむぎ,じゃがいも,マヨ
ネーズ,コーンフレーク

にんじん,ねぎ,干ししいたけ,
ほうれんそう,コーンパック,
きゅうり,バナナ

453kcal
17.5g
15.9g

14(水)
さつまいもご飯,いわしのすだちおろし煮,沢煮椀
やみつききゅうり

牛乳,梨,ルヴァン
豚肉,かつお節,牛乳 米・精白米,さつまいも,黒ゴ

マ,ごま油,三温糖,すりごま,ビ
スケット

大根,にんじん,たまねぎ,ごぼ
う,干ししいたけ,ねぎ,きゅうり,
なし

436kcal
17.5g
11.1g

15(木) 七分つき玄米,ゆで豚の変わりソースかけ,みそ汁 牛乳,クッキー
豚もも肉,カットわかめ,かつお
節,みそ,牛乳

米・七分つき米,マヨネーズ,三
温糖,すりごま,セブーレクッ
キー

レタス,トマト,もやし,こまつな,
にんじん 522kcal

20.4g
20.1g

16(金)
ライ麦パン,りんごジャム,魚のちゃんちゃん焼き
豆乳スープ,牛乳

フルーツヨーグルト
白身魚,みそ,ベーコン,豆乳,
牛乳,プレーンヨーグルト

ライ麦パン,三温糖,じゃがい
も

りんごジャム,キャベツ,ピーマ
ン,にんじん,たまねぎ,しめじ,
チンゲンサイ,エリンギ,みかん
缶,バナナ

342kcal
21.2g
11.1g

17(土) カレーピラフ,ヨーグルト 牛乳,おたのしみ菓子
鶏もも皮なし,ヨーグルト,牛乳 米・精白米,油,せんべい たまねぎ,ごぼう,ピーマン,に

んじん,グリンピース,カレー粉 448kcal
19.1g
11.1g

18(日)

19(月) 敬老の日

20(火)
白い食卓ロールパン,クリームシチュー
ちくわの二色揚げ,牛乳

パイナップル寒天
鶏もも皮なし,ベーコン,豆乳,
ちくわ,あおのり,牛乳,寒天

白い食卓ロールパン,じゃが
いも,油,小麦粉,かたくり粉,三
温糖

たまねぎ,にんじん,クリーム
コーン,しめじ,カレー粉,パイ
ナップル

475kcal
27.2g
15.2g

21(水) キッズビビンバ,キャベツスープ,ヨーグルト 牛乳,ハーベト
豚ひき肉,鶏もも皮なし,ヨーグ
ルト,牛乳

米・精白米,三温糖,ごま油,
じゃがいも,すりごま,ビスケッ
ト

ねぎ,しょうがチューブ,もやし,
にんじん,ほうれんそう,コーン
パック,キャベツ,たまねぎ,え
のきたけ

538kcal
21.4g
18.1g

22(木) 七分つき玄米,豆腐の肉あんかけ,ブロッコリーのサラダ 牛乳,ビスケット
木綿豆腐,豚肉,かつお節,ハ
ム,牛乳

米・七分つき米,三温糖,かたく
り粉,ごまドレッシング,ビス
ケット

たまねぎ,にんじん,エリンギ,
しょうがチューブ,グリンピー
ス,ブロッコリー

486kcal
20.1g
15.6g

23(金) 秋分の日

25(日)

26(月) ☆カレーライス,切り干し大根のサラダ,ヤクルト 牛乳,せんべい
鶏もも皮なし,かまぼこ,ヤクル
ト,牛乳

米・精白米,麦,じゃがいも,油,
マヨネーズ,すりごま,上えび

たまねぎ,にんじん,エリンギ,カ
レールウ,切り干し大根,きゅう
り

550kcal
17.8g
16.4g

27(火)
食パン,いちごジャム,ささ身の味付け天ぷら,ポテトと
ウインナーのスープ,コールスローサラダ,牛乳

フルーツパフェ
鶏ささみ,ウインナー,ハム,牛
乳

食パン,小麦粉,かたくり粉,油,
じゃがいも,フレンチドレッシン
グ,コーンフレーク,スーパー
カップ

いちごジャム,ねぎ,しょうが
チューブ,チンゲンサイ,もやし,
にんじん,キャベツ,きゅうり,
コーンパック,干しぶどう,ミック
スドフルーツ

652kcal
23.9g
18.8g

28(水) きのこご飯,いかの香味揚げ,豚汁,オレンジ 牛乳,クロロールパン
鶏もも肉,油あげ,豚肉,かつお
節,みそ,牛乳

米・精白米,三温糖,板こん
にゃく,ごま油,クロロールパン

しめじ,えのきたけ,しいたけ,
にんじん,大根,たまねぎ,ごぼ
う,ねぎ,オレンジ

616kcal
25.2g
17.8g

29(木)
ナポリタンスパゲッティ,かぼちゃのごまマヨネーズ
バナナ

牛乳,せんべい
ウインナー,豚肉,牛乳 スパゲティ,油,マヨネーズ,三

温糖,すりごま,せんべい
たまねぎ,にんじん,ピーマン,
エリンギ,ホールトマト缶,パセ
リ粉,かぼちゃ,ブロッコリー,バ
ナナ

529kcal
18.5g
15.1g

30(金)
バターロールパン,魚の磯辺揚げ,チチキンスープ
金平ごぼう,トマト,牛乳

牛乳かんの
　　　いちごソース添え

白身魚,豆乳,あおのり,鶏もも
肉,牛乳,寒天

バターロールパン,小麦粉,油,
じゃがいも,ごま油,三温糖,す
りごま

しょうがチューブ,たまねぎ,チ
ンゲンサイ,にんじん,ごぼう,
いんげん,トマト,いちごジャム

403kcal
18.5g
45.9g

月平均栄養価　　　エネルギー   496kcal　　　たんぱく質   18.2g　　　脂質   16.5g

*材料の都合により変更する場合がありますので、ご了承下さい。

*砂糖は、漂泊してない三温糖・塩は、天然塩を使用しています。

☆は麦入りごはんを食べます。

※1(木)　防災の日として、非常食の五目ごはんを食べます。
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