
令和3年　　10月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第三保育園 令和3年　　10月分 ３歳以上児献立表 かすみ台第三保育園

午 後 午 後

午 前 午 前
かやくごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal まいたけひじきごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 596 kcal
すましじる すましじる
とりとだいこんのにもの とうふはんばーぐ
もやしのごまあえ やさいわふうまよねｰず
おれんじ かき

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
ちきんてりやきどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal ほしいもぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal
ぶたにくとやさいすーぷ はくさいのすーぷ
きゃべつかにかまさらだ とりのりからあげ
ばなな ぶろっこりーのさらだ

ぐれーぷふるーつ
食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ

いそうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal なっとうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 596 kcal
まさごあげ みそしる
ほうれんそのごまあえ やきさかな
ばなな こまつなのおひたし

りんご
食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ

ろーるぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal しらすごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 599 kcal
みねすとろーねすーぷ すましじる
しろみざかなのくりーむに さといものころっけ
そーせーじさらだ ちくわのすみそあえ
かき おれんじ

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
もちむぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal おやこどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal
ちんげんさいのすーぷ わかめとなるとのすーぷ
あつあげのまーぼーに やさいさらだ
もやしのじゃこあえ ばなな
おれんじ

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 599 kcal ちゅうかどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 596 kcal
すましじる ちんげんさいのすーぷ
まつかぜやき ささみさらだ
ほうれんそうひじきさらだ りんご
ぜりー

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 1.2 ｇ
ごこくまいごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 596 kcal みらのふうどりあ ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal
みそしる ういんなーすーぷ
かじきまぐろのからあげ ちきんなげっと
ごもくあえ やさいとかにかまのさらだ
りんご なし

食塩相当量 1.9 ｇ 食塩相当量 1.5 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal
けんちんじる
さばのみそに
ほうれんそうのあえもの
おれんじ

食塩相当量 1.8 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal ちゃんぽん ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal
みそしる しゅうまい
なごやちきん だいこんのわまよさらだ
きりぼしだいこんのにもの ばなな
おれんじ

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
しょくぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 589 kcal なん ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal
こーんちゃうだー かぼちゃときのこのすーぷ
さわらのとまとにこみ きーまかれー
まかろにさらだ すぱそてー
かき かき

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
えびのあんかけちゃーはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 588 kcal ぶたどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal
やさいごますーぷ わかめとたまごのすーぷ
ぶろっこりーのさらだ つなさらだ
ばなな ばなな

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.1 ｇ
ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 592 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 593 kcal タンパク質 23.4 g
みそしる 20.2 g 食塩相当量 1.9 g
とりつくね 今月の地場産物：卵・小松菜・人参・キャベツ・里芋
やさいのゆかりあえ
ぐれーぷふるーつ

食塩相当量 2.1 ｇ
きのこのパスタ ｴﾈﾙｷﾞｰ 599 kcal
はくさいのみるくすーぷ
ほくほくりんごさらだ
ぜりー

食塩相当量 2.3 ｇ
まーぼーどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal
たまごすーぷ
かにかまとやさいのさらだ
ばなな

食塩相当量 2.0 ｇ
とんじるうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal
きすのてんぷら
ほうれんそうのなむる
ばなな

食塩相当量 2.1 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 593 kcal タンパク質 23.4 g

20.2 g 食塩相当量 1.9 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー

月 平 均 栄 養 価
エネルギー

脂　　　質

脂　　　質

月

／
脂　質 18.0

◆きびだんご たんぱく質 24.9 ｇ

ｇ

18
うどん(ゆで)／さとい
も／糸こんにゃく／薄
力粉／サラダ油／ごま
油／白ごま(いり）／
きび(精白粒）／水稲
穀粒(精白米)／三温糖

豚小間／油揚げ／きす
／たまご／牛乳／きな
粉(大豆）

玉葱／にんじん／ねぎ
／ほうれんそう／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／バナナ

ぎゅうにゅう

ｇ

ｇ

16
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／ごま油／食
パン(6枚切り）

木綿豆腐／豚ひき肉／
たまご／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／かに風
味かまぼこ／牛乳／ピ
ザ用チーズ／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
葉ねぎ／キャベツ／
きゅうり／バナナ／ト
マト缶詰(ダイス）

ぎゅうにゅう

金

土

／
脂　質 19.5

◆とまとぴざとーすと たんぱく質 23.7

／
脂　質 14.9

◆ちゃーはん たんぱく質 23.6 ｇ

ｇ

15
スパゲッティ／サラダ
油／さつまいも／三温
糖／ゼリー／水稲穀粒
(精白米)

鶏小間／きざみのり／
牛乳／ロースハム／プ
レーンヨーグルト／焼
き豚／なると／たまご

にんにく(りん茎)／え
のきたけ／生しいたけ
(菌床栽培、生)／ぶな
しめじ／エリンギ／玉
葱／はくさい／にんじ
ん／西洋かぼちゃ／
きゅうり／りんご／

◆むぎちゃ

ｇ

ｇ

14
水稲穀粒(精白米)／白
ごま(いり）／かたく
り粉／三温糖／黒砂糖
／薄力粉／ラード

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／鶏若
鶏肉ひき肉／たまご／
しらす干し(微乾燥品)
／かつお加工品(削り
節)／牛乳

葉ねぎ／トウミョウ／
玉葱／干し椎茸／しょ
うが／きゅうり／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／キャベ
ツ／しそ葉（ゆかり）
／グレープフルーツ／
干しぶどう

ぎゅうにゅう

脂　質

木

／
脂　質 18.6

◆まーらーかお たんぱく質 24.6

21.7 ｇ
水 土

たんぱく質 22.1 ｇ
／ ／

脂　質 17.5

水稲穀粒(精白米)／三
温糖／かたくり粉／ご
ま油／太白ごま油／薄
力粉／グラニュー糖

豚小間／たまご／なる
と／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／牛乳

玉葱／葉ねぎ／キャベ
ツ／きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
◆つなさんど たんぱく質 23.5 ｇ ◆たいわんふうかすてら

ｇ

13
水稲穀粒(精白米)／サ
ラダ油／ごま油／かた
くり粉／白ごま（す
り）／三温糖／食パン
(市販品）

たまご／むき海老／豚
小間／鶏若鶏肉ささ身
／牛乳／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

ねぎ／玉葱／干し椎茸
／しょうが／にんにく
(りん茎)／はくさい／
えのきたけ／ブロッコ
リー／にんじん／キャ
ベツ／バナナ／きゅう
り

ぎゅうにゅう
30

脂　質 23.9 ｇ
火 金

えのきたけ／葉ねぎ／
西洋かぼちゃ／ぶなし
めじ／玉葱／にんじん
／青ピーマン／にんに
く(りん茎)／しょうが
／かき(甘がき)／温州
蜜柑缶詰(果肉)

ぎゅうにゅう
◆すいとん たんぱく質 24.9 ｇ ◆ぷりんぱふぇ

ｇ

12
食パン(8枚切り)／
ジャム／じゃがいも／
とうもろこし缶詰(ｸﾘｰ
ﾑ)／サラダ油／薄力粉
／オリーブ油／三温糖
／マカロニ

鶏小間／牛乳／さわら
／かに風味かまぼこ／
豚小間

玉葱／にんじん／パセ
リ／ぶなしめじ／セロ
リー／にんにく(りん
茎)／トマト缶詰(ダイ
ス）／きゅうり／かき
(甘がき)／だいこん／
ねぎ／生しいたけ(菌

◆むぎちゃ
29

脂　質 17.7 ｇ
月 木

たんぱく質 24.2 ｇ
／ ／

脂　質 19.2

ナン／スパゲッティ／
プリン／サブレ

鶏小間／豚ひき肉／
ロースハム／牛乳／ﾎ
ｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(植物性脂肪)

◆まどれーぬ たんぱく質 22.4 ｇ ◆こんぶおにぎり

ｇ

11
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／薄力粉／白ごま
(いり）／グラニュー
糖／無塩バター

絹ごし豆腐／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／か
たくちいわし(煮干し)
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／さつま揚げ／油
揚げ／牛乳／たまご

だいこん／にんにく
(りん茎)／にんじん／
切干しだいこん／干し
椎茸／バレンシアオレ
ンジ

ぎゅうにゅう
28

脂　質 19.9 ｇ
土 水

たんぱく質 24.2 ｇ
／ ／

脂　質 21.6

中華めん(ゆで)／ごま
油／しゅうまいの皮／
かたくり粉／水稲穀粒
(精白米)／白ごま(い
り）

豚小間／蒸しかまぼこ
／むき海老／牛乳／豚
ひき肉／たまご／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)
／昆布つくだ煮

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
しょうが／干し椎茸／
ねぎ／たけのこ(ゆで)
／グリンピース(冷凍)
／だいこん／きゅうり
／バナナ

◆むぎちゃ

たんぱく質 22.3 ｇ
／ ／

水稲穀粒(精白米)／さ
といも／糸こんにゃく
／三温糖／黒ごま（す
り）／薄力粉／グラ
ニュー糖／無塩バター

木綿豆腐／★まさば／
しらす干し(半乾燥品)
／牛乳／たまご

だいこん／にんじん／
ごぼう／ねぎ／しょう
が／りょくとうもやし
／ほうれんそう／バレ
ンシアオレンジ／ポッ
カ１００レモン

ぎゅうにゅう
◆まふぃん9 27

うんどうかい
(ぎゅうにゅうぱん・きゃろぶぱん・ほしいもぱん・りんごじゅーす）

脂　質 23.0 ｇ
金 火

玉葱／トマト缶詰(ダ
イス）／ぶなしめじ／
にんじん／キャベツ／
きゅうり／西洋なし

◆むぎちゃ
◆せさみびすこってぃ たんぱく質 22.6 ｇ ◆てづくりけーき

ｇ

8
水稲穀粒(精白米)／五
穀米の素／かたくり粉
／三温糖／サラダ油／
薄力粉／強力粉(全粒
粉)／無塩バター／グ
ラニュー糖／白ごま
(いり）／黒ごま（す

絹ごし豆腐／かたくち
いわし(煮干し)／めか
じき／油揚げ／かに風
味かまぼこ／牛乳／た
まご

葉ねぎ／こまつな／
りょくとうもやし／に
んじん／りんご

ぎゅうにゅう
26

脂　質 17.6 ｇ
木 月

たんぱく質 22.3 ｇ
／ ／

脂　質 20.2

水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／有塩バター／か
たくり粉／サラダ油／
三温糖／グラニュー糖

牛乳／豚ひき肉／パル
メザンチーズ／ウィン
ナー／鶏若鶏肉ひき肉
／木綿豆腐／かに風味
かまぼこ／たまご／ﾎ
ｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂肪)

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／生し
いたけ(菌床栽培、生)
／ぶなしめじ／チンゲ
ンツァイ／ブロッコ
リー／きゅうり／りん
ご／干し椎茸／ねぎ／

ぎゅうにゅう
◆ふぃっしゅぼーる たんぱく質 23.6 ｇ ◆にくまん

ｇ

7
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／三温糖／
白ごま(いり）／ゼ
リー／じゃがいも／有
塩バター／かたくり粉
／サラダ油

わかめご飯の素／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)
／かたくちいわし(煮
干し)／鶏若鶏肉ひき
肉／たまご／牛乳／干
ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)
／まぐろ缶詰(水煮ﾌﾚｰ

ねぎ／えのきたけ／玉
葱／ほうれんそう／に
んじん

ぎゅうにゅう
25

脂　質 17.9 ｇ
水 土

たんぱく質 24.0 ｇ
／ ／

脂　質 19.8

水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／
ぎょうざの皮／サラダ
油／薄力粉／三温糖

豚小間／むき海老／う
ずら卵(水煮）／鶏若
鶏肉ささ身／牛乳／豚
ひき肉

玉葱／ねぎ／葉ねぎ／
きゅうり／ブロッコ
リー／にんじん／バナ
ナ

ぎゅうにゅう
◆ほうれんそうむしぱん たんぱく質 22.3 ｇ ◆まよとーすと

ｇ

6
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(米粒麦）／ご
ま油／かたくり粉／白
ごま(いり）／薄力粉
／有塩バター／三温糖

なると／生揚げ／豚ひ
き肉／ちりめんじゃこ
／きざみのり／牛乳／
切れてるチーズ

チンゲンツァイ／玉葱
／干し椎茸／だいこん
／わけぎ／ねぎ／しょ
うが／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／にんじん／きゅう
り／バレンシアオレン
ジ／ほうれんそう

ぎゅうにゅう
23

脂　質 20.7 ｇ
火 金

たんぱく質 22.1 ｇ
／ ／

脂　質 21.1

水稲穀粒(精白米)／三
温糖／ごま油／食パン
(市販品）

鶏小間／たまご／きざ
みのり／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／なると
／牛乳／ピザ用チーズ
／ロースハム

葉ねぎ／玉葱／きゅう
り／にんじん／だいこ
ん／バレンシアオレン
ジ

ぎゅうにゅう
◆すこーん たんぱく質 23.7 ｇ ◆れあちーずけーき

ｇ

5
ロールパン／じゃがい
も／三温糖／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／薄力
粉／有塩バター／サラ
ダ油／無塩バター／グ
ラニュー糖／ジャム

ベーコン／むきかれい
／牛乳／魚肉ソ－セ－
ジ

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／セロリー／パセ
リ／トマト缶詰(ホー
ル）／グリンピース
(冷凍)／ブロッコリー
／きゅうり／かき(甘
がき)

ぎゅうにゅう
22

脂　質 18.3 ｇ
月 木

たんぱく質 22.2 ｇ
／ ／

脂　質 23.3

水稲穀粒(精白米)／さ
といも／じゃがいも／
薄力粉／パン粉(乾燥)
／サラダ油／三温糖／
白ごま（すり）／グラ
ニュー糖／★ハードビ
スケット／ジャム

しらす干し(微乾燥品)
／湯通し塩蔵わかめ
(塩抜き)／絹ごし豆腐
／かたくちいわし(煮
干し)／豚ひき肉／た
まご／焼き竹輪／牛乳
／ヨーグルト(全脂無

なす／玉葱／にんじん
／こまつな／りょくと
うもやし／りんご／レ
モン(果汁､生)

ぎゅうにゅう
◆まりとっつぉ たんぱく質 23.8 ｇ ◆めろんぱんとーすと

ｇ

4
うどん(ゆで)／かたく
り粉／サラダ油／黒ご
ま（すり）／三温糖／
ブリオッシュ／グラ
ニュー糖／いちごジャ
ム(低糖度)／粉糖

豚小間／油揚げ／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)
／かたくちいわし(煮
干し)／絞り豆腐／鶏
若鶏肉ひき肉／むき海
老／ちりめんじゃこ／
たまご／牛乳／ｸﾘ-ﾑ

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／バナナ

ぎゅうにゅう
21

脂　質 21.7 ｇ
土 水

たんぱく質 24.3 ｇ
／ ／

脂　質 23.4

水稲穀粒(精白米)／食
パン(8枚切り)／グラ
ニュー糖／有塩バター
／強力粉(１等)

糸引納豆／かたくちい
わし(煮干し)／塩ざけ
／かつお加工品(かつ
お節)／きざみのり／
牛乳

はくさい／えのきたけ
／ぶなしめじ／にんじ
ん／ブロッコリー／
きゅうり／グレープフ
ルーツ

ぎゅうにゅう
◆すふれちーずけーき たんぱく質 22.2 ｇ ◆おやき

ｇ

2
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／白ごま（すり）
／グラニュー糖／薄力
粉

鶏小間／たまご／きざ
みのり／豚小間／かに
風味かまぼこ／牛乳／
クリームチーズ／卵黄
／卵白

玉葱／にんじん／えの
きたけ／キャベツ／
きゅうり／バナナ／
ポッカ１００レモン

ぎゅうにゅう
20

脂　質 21.9 ｇ
金 火

たんぱく質 23.1 ｇ
／ ／

脂　質 22.5

ほしいもぱん／かたく
り粉／サラダ油／薄力
粉／三温糖

鶏若鶏肉モモ(皮付き)
／あおのり／たまご／
牛乳／あずき(乾）

／ ／
脂　質 20.5

水稲穀粒(精白米)／三
温糖／焼きふ(車ふ）
／パン粉(乾燥)／かた
くり粉／白ごま（す
り）／グラニュー糖／
パイ皮

干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、
乾)／たまご／かたく
ちいわし(煮干し)／豚
ひき肉／木綿豆腐／牛
乳／サラダ竹輪

まいたけ／にんじん／
ねぎ／玉葱／干し椎茸
／キャベツ／きゅうり
／かき(甘がき)／りん
ご

ぎゅうにゅう
◆きなこのけーき たんぱく質 24.9 ｇ ◆あっぷるぱい

ｇ

1
水稲穀粒(精白米)／糸
こんにゃく／三温糖／
花麩／白ごま(いり）
／薄力粉／黒砂糖／有
塩バター

油揚げ／きざみのり／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／凍り豆腐
／鶏若鶏肉モモ(煮物
用）／なると／牛乳／
たまご／きな粉(大

ごぼう／にんじん／ね
ぎ／干し椎茸／だいこ
ん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／きゅうり／バレンシ
アオレンジ

ぎゅうにゅう
19

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価
熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

たんぱく質 22.4 ｇ

日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価
日
／
曜

きのこの栄養が増す方法は？

正解は②。 例えばしいた

け100gあたりに含まれるビ

タミンDを見てみると、生で

0.4μgだったのが干すと

12.7μgになり、栄養価がぐ

んと増加されます。戻し汁

も栄養たっぷりです。

Ｑ

Ａ

①洗う ②干す ③ゆでる

子どもと一緒に食べものクイズ

秋はお米やいも類、木の実やきのこ

など、様々な作物が実る時期です。

おいしいものがたくさんあるという

こともありますが、秋は気温がさが

り、冬に向けて体温を維持するため

により多くのエネルギーを必要とす

るので、食欲がわいてくるといわれ

ています。

「食欲の秋」といわれる理由



令和3年　　10月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園 令和3年　　10月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園

午 後 午 後

午 前 午 前
かやくご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 499 kcal 舞茸ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal
すまし汁（若布・花麩） すまし汁（葱・麩）
鶏と大根の煮物 豆腐ハンバーグ
もやしの胡麻和え 野菜の和風ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え
果物(オレンジ) 果物(柿)

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
チキン照り焼き丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 503 kcal 干しいもパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
豚肉と野菜のスープ 白菜ときのこのスープ
キャベツカニカマサラダ 鶏のり唐揚げ
果物(バナナ) ブロッコリーと卵のサラダ

果物（グレープフルーツ）
食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.3 ｇ

磯うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 523 kcal 納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal
まさご揚げ 味噌汁（なす・玉葱）
ほうれん草と人参ごま和え 焼魚
果物(バナナ) こまつなのお浸し

果物(りんご)
食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ

ロールパン ｴﾈﾙｷﾞｰ 513 kcal しらすご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 538 kcal
ミネストローネスープ すまし汁（わかめ・豆腐）
白身魚のクリーム煮 里芋のコロッケ
ソーセージサラダ ちくわの酢味噌あえ
果物(柿) 果物(オレンジ)

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
もち麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal 親子丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal
チンゲン菜のスープ わかめとなるとのスープ
厚揚げのマーボー煮 野菜サラダ
もやしのじゃこ和え 果物(バナナ)
果物(オレンジ)

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal 中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 520 kcal
すまし汁（葱・えのき） 青梗菜ときのこのスープ
松風焼き ささみサラダ
ほうれん草のひじきサラダ 果物(りんご)
ゼリー

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 1.1 ｇ
五穀米ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 532 kcal ミラノ風ドリア ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal
味噌汁(豆腐･ねぎ) ウインナースープ
カジキマグロのから揚げ チキンナゲット
五目和え 野菜とかにかまのサラダ
果物(りんご) 果物(洋梨)

食塩相当量 1.6 ｇ 食塩相当量 1.3 ｇ
煮込みうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal
牛乳 けんちん汁
ブロッコリーのサラダ 鯖のみそ煮
果物(バナナ) ほうれん草の和えもの

果物(オレンジ)
食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ

ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 496 kcal チャンポン ｴﾈﾙｷﾞｰ 501 kcal
味噌汁（大根・わかめ） 焼売
名古屋チキン 大根の和マヨサラダ
切干大根の煮物 果物(バナナ)
果物(オレンジ)

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 492 kcal ナン ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
コーンチャウダー かぼちゃときのこのスープ
さわらのトマト煮込み キーマカレー
マカロニサラダ スパソテー
果物(柿) 果物(柿)

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
えびのあんかけチャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 489 kcal 豚丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 507 kcal
豚肉と野菜のごまスープ わかめと卵のスープ
ささみとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのサラダ ツナサラダ
果物(バナナ) 果物(バナナ)

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.2 ｇ
胡麻ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 511 kcal タンパク質 19.6 g
味噌汁(豆腐･とうみょう) 17.4 g 食塩相当量 1.7 g
鶏つくね 今月の地場産物：卵・小松菜・人参・キャベツ・里芋
野菜のゆかり和え
果物（グレープフルーツ）

食塩相当量 2.0 ｇ
きのこのパスタ ｴﾈﾙｷﾞｰ 505 kcal
白菜のミルクスープ
ほくほくりんごサラダ
ゼリー

食塩相当量 1.9 ｇ
麻婆丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal
卵スープ
かにかまと野菜のサラダ
果物(バナナ)

食塩相当量 1.7 ｇ
豚汁うどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 494 kcal
きすの天ぷら
ほうれん草ともやしナムル
果物(バナナ)

食塩相当量 1.9 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 511 kcal タンパク質 19.6 g

17.4 g 食塩相当量 1.7 g

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

30
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／か
たくり粉／ごま油／太
白ごま油／薄力粉／グ
ラニュー糖

牛乳／豚小間／たまご
／なると／湯通し塩蔵
わかめ(塩抜き)／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

玉葱／葉ねぎ／キャベ
ツ／きゅうり／バナナ

牛乳
◆台湾風カステラ たんぱく質 19.1 ｇ

／
脂　質 19.5 ｇ

土 牛乳
ウエハース

29
塩せんべい／ナン／ス
パゲッティ／プリン／
サブレ

鶏小間／豚ひき肉／
ロースハム／牛乳／ﾎ
ｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(植物性脂肪)

えのきたけ／葉ねぎ／
西洋かぼちゃ／ぶなし
めじ／玉葱／にんじん
／青ピーマン／にんに
く(りん茎)／しょうが
／かき(甘がき)／温州
蜜柑缶詰(果肉)

牛乳
◆プリンパフェ たんぱく質 20.0 ｇ

／
脂　質 19.5 ｇ

金 麦茶
塩せんべい

28
コーンフレーク／中華
めん(ゆで)／ごま油／
しゅうまいの皮／かた
くり粉／水稲穀粒(精
白米)／白ごま(いり）

牛乳／豚小間／蒸しか
まぼこ／むき海老／豚
ひき肉／たまご／まぐ
ろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)
／昆布つくだ煮

キャベツ／にんじん／
ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
しょうが／干し椎茸／
ねぎ／たけのこ(ゆで)
／グリンピース(冷凍)
／だいこん／きゅうり
／バナナ

◆麦茶
◆昆布おにぎり たんぱく質 19.8 ｇ

／
脂　質 15.0 ｇ

木 牛乳
コーンフレーク

27
★ハードビスケット／
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／糸こんにゃく
／三温糖／黒ごま（す
り）／薄力粉／グラ
ニュー糖／無塩バター

牛乳／木綿豆腐／★ま
さば／しらす干し(半
乾燥品)／たまご

だいこん／にんじん／
ごぼう／ねぎ／しょう
が／りょくとうもやし
／ほうれんそう／バレ
ンシアオレンジ／ポッ
カ１００レモン

牛乳
◆マフィン たんぱく質 18.2 ｇ

／
脂　質 17.7 ｇ

水 牛乳
ビスケット

26
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／薄力
粉／有塩バター／かた
くり粉／サラダ油／グ
ラニュー糖

牛乳／きな粉(大豆）
／豚ひき肉／パルメザ
ンチーズ／ウィンナー
／鶏若鶏肉ひき肉／木
綿豆腐／かに風味かま
ぼこ／たまご／ﾎｲｯﾌﾟｸ
ﾘｰﾑ(乳脂肪)

玉葱／トマト缶詰(ダ
イス）／ぶなしめじ／
にんじん／キャベツ／
きゅうり／西洋なし

◆麦茶
◆手作りケーキ たんぱく質 19.4 ｇ

／
脂　質 20.2 ｇ

火 牛乳
◆マカロニきな粉

25
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／ごま油／か
たくり粉／ぎょうざの
皮／サラダ油／薄力粉
／三温糖

豚小間／むき海老／う
ずら卵(水煮）／鶏若
鶏肉ささ身／牛乳／豚
ひき肉

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／生し
いたけ(菌床栽培、生)
／ぶなしめじ／チンゲ
ンツァイ／ブロッコ
リー／きゅうり／りん
ご／干し椎茸／ねぎ／

牛乳
◆肉まん たんぱく質 20.0 ｇ

／
脂　質 14.1 ｇ

月 麦茶
塩せんべい

23
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／三温
糖／ごま油／食パン
(市販品）

牛乳／鶏小間／たまご
／きざみのり／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
なると／ピザ用チーズ
／ロースハム

玉葱／ねぎ／葉ねぎ／
きゅうり／ブロッコ
リー／にんじん／バナ
ナ

牛乳
◆マヨトースト たんぱく質 19.6 ｇ

／
脂　質 16.8 ｇ

土 牛乳
クラッカー

22
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／じゃがいも／
薄力粉／パン粉(乾燥)
／サラダ油／三温糖／
白ごま（すり）／グラ
ニュー糖／★ハードビ
スケット／ジャム

十勝ヨーグルト／しら
す干し(微乾燥品)／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜
き)／絹ごし豆腐／か
たくちいわし(煮干し)
／豚ひき肉／たまご／
焼き竹輪／牛乳／ヨー

葉ねぎ／玉葱／きゅう
り／にんじん／だいこ
ん／バレンシアオレン
ジ

牛乳
◆レアチーズケーキ たんぱく質 21.5 ｇ

／
脂　質 16.6 ｇ

金 ヨーグルト

21
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／食パン(8枚
切り)／グラニュー糖
／有塩バター／強力粉
(１等)

糸引納豆／かたくちい
わし(煮干し)／塩ざけ
／かつお加工品(かつ
お節)／きざみのり／
牛乳

なす／玉葱／にんじん
／こまつな／りょくと
うもやし／りんご／レ
モン(果汁､生)

牛乳
◆メロンパントースト たんぱく質 20.3 ｇ

／
脂　質 14.7 ｇ

木 麦茶
塩せんべい

20
中華風クッキ－／ほし
いもぱん／かたくり粉
／サラダ油／薄力粉／
三温糖

牛乳／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／あおのり／
たまご／あずき(乾）

はくさい／えのきたけ
／ぶなしめじ／にんじ
ん／ブロッコリー／
きゅうり／グレープフ
ルーツ

牛乳
◆おやき たんぱく質 17.8 ｇ

／
脂　質 21.4 ｇ

水 牛乳
クッキー

19
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／焼
きふ(車ふ）／パン粉
(乾燥)／かたくり粉／
白ごま（すり）／グラ
ニュー糖／パイ皮

牛乳／干ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ
釜、乾)／たまご／か
たくちいわし(煮干し)
／豚ひき肉／木綿豆腐
／サラダ竹輪

まいたけ／にんじん／
ねぎ／玉葱／干し椎茸
／キャベツ／きゅうり
／かき(甘がき)／りん
ご

牛乳
◆アップルパイ たんぱく質 19.6 ｇ

／
脂　質 20.1 ｇ

火 牛乳
ウエハース

日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価
熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価
熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

たんぱく質 20.6 ｇ
／

脂　質 16.7 ｇ
金

1
スティックパン／水稲
穀粒(精白米)／糸こん
にゃく／三温糖／花麩
／白ごま(いり）／薄
力粉／黒砂糖／有塩バ
ター

油揚げ／きざみのり／
湯通し塩蔵わかめ(塩
抜き)／かたくちいわ
し(煮干し)／凍り豆腐
／鶏若鶏肉モモ(煮物
用）／なると／牛乳／
たまご／きな粉(大

ごぼう／にんじん／ね
ぎ／干し椎茸／だいこ
ん／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／きゅうり／バレンシ
アオレンジ

牛乳
◆きな粉のケーキ

麦茶
スティックパン

たんぱく質 18.1 ｇ
／

脂　質 19.0 ｇ
土

2
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／白
ごま（すり）／グラ
ニュー糖／薄力粉

牛乳／鶏小間／たまご
／きざみのり／豚小間
／かに風味かまぼこ／
クリームチーズ／卵黄
／卵白

玉葱／にんじん／えの
きたけ／キャベツ／
きゅうり／バナナ／
ポッカ１００レモン

牛乳
◆スフレチーズケーキ

牛乳
ウエハース

たんぱく質 19.8 ｇ
／

脂　質 21.6 ｇ
月

4
中華風クッキ－／うど
ん(ゆで)／かたくり粉
／サラダ油／黒ごま
（すり）／三温糖／ブ
リオッシュ／グラ
ニュー糖／いちごジャ
ム(低糖度)／粉糖

豚小間／油揚げ／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)
／かたくちいわし(煮
干し)／絞り豆腐／鶏
若鶏肉ひき肉／むき海
老／ちりめんじゃこ／
たまご／牛乳／ｸﾘ-ﾑ

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／バナナ

牛乳
◆マリトッツォ

麦茶
クッキー

たんぱく質 22.3 ｇ
／

脂　質 21.0 ｇ
火

5
マカロニ／三温糖／
ロールパン／じゃがい
も／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／薄力粉／有塩
バター／サラダ油／無
塩バター／グラニュー
糖／ジャム

牛乳／きな粉(大豆）
／ベーコン／むきかれ
い／魚肉ソ－セ－ジ

にんじん／玉葱／キャ
ベツ／セロリー／パセ
リ／トマト缶詰(ホー
ル）／グリンピース
(冷凍)／ブロッコリー
／きゅうり／かき(甘
がき)

牛乳
◆スコーン

牛乳
◆マカロニきな粉

たんぱく質 19.3 ｇ
／

脂　質 18.8 ｇ
水

6
ウエハース／水稲穀粒
(精白米)／おおむぎ
(米粒麦）／ごま油／
かたくり粉／白ごま
(いり）／薄力粉／有
塩バター／三温糖

牛乳／なると／生揚げ
／豚ひき肉／ちりめん
じゃこ／きざみのり／
切れてるチーズ

チンゲンツァイ／玉葱
／干し椎茸／だいこん
／わけぎ／ねぎ／しょ
うが／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもや
し／にんじん／きゅう
り／バレンシアオレン
ジ／ほうれんそう

牛乳
◆ほうれん草蒸しパン

牛乳
ウエハース

たんぱく質 19.7 ｇ
／

脂　質 16.1 ｇ
木

7
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／パン粉(乾
燥)／三温糖／白ごま
(いり）／ゼリー／
じゃがいも／有塩バ
ター／かたくり粉／サ
ラダ油

わかめご飯の素／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)
／かたくちいわし(煮
干し)／鶏若鶏肉ひき
肉／たまご／牛乳／干
ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)
／まぐろ缶詰(水煮ﾌﾚｰ

ねぎ／えのきたけ／玉
葱／ほうれんそう／に
んじん

牛乳
◆フィッシュボール

麦茶
塩せんべい

たんぱく質 18.3 ｇ
／

脂　質 17.8 ｇ
金

8
水稲穀粒(精白米)／五
穀米の素／かたくり粉
／三温糖／サラダ油／
薄力粉／強力粉(全粒
粉)／無塩バター／グ
ラニュー糖／白ごま
(いり）／黒ごま（す

牛乳／絹ごし豆腐／か
たくちいわし(煮干し)
／めかじき／油揚げ／
かに風味かまぼこ／た
まご

バナナ／葉ねぎ／こま
つな／りょくとうもや
し／にんじん／りんご

牛乳
◆セサミビスコッティ

牛乳
果物(バナナ)

たんぱく質 18.1 ｇ
／

脂　質 17.2 ｇ
土

9
★ハードビスケット／
うどん(ゆで)／ぎゅう
にゅうぱん

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
牛乳／プレスハム

ｱﾝﾊﾟﾝﾏﾝスイートりん
ご／にんじん／玉葱／
ほうれんそう／ブロッ
コリー／きゅうり／バ
ナナ

牛乳
ぎゅうにゅうパン

りんごジュース
ビスケット

たんぱく質 15.8 ｇ
／

脂　質 18.1 ｇ
月

11
中華風クッキ－／水稲
穀粒(精白米)／三温糖
／薄力粉／白ごま(い
り）／グラニュー糖／
無塩バター

絹ごし豆腐／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／か
たくちいわし(煮干し)
／鶏若鶏肉モモ(皮付
き)／さつま揚げ／油
揚げ／牛乳／たまご

だいこん／にんにく
(りん茎)／にんじん／
切干しだいこん／干し
椎茸／バレンシアオレ
ンジ

牛乳
◆マドレーヌ

麦茶
クッキー

たんぱく質 18.1 ｇ
／

脂　質 14.3 ｇ
火

12
塩せんべい／食パン(8
枚切り)／ジャム／
じゃがいも／とうもろ
こし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／サラ
ダ油／薄力粉／オリー
ブ油／三温糖／マカロ
ニ

鶏小間／牛乳／さわら
／かに風味かまぼこ／
豚小間

玉葱／にんじん／パセ
リ／ぶなしめじ／セロ
リー／にんにく(りん
茎)／トマト缶詰(ダイ
ス）／きゅうり／かき
(甘がき)／だいこん／
ねぎ／生しいたけ(菌

◆麦茶
◆すいとん

麦茶
塩せんべい

たんぱく質 20.8 ｇ
／

脂　質 13.2 ｇ
水

13
水稲穀粒(精白米)／サ
ラダ油／ごま油／かた
くり粉／白ごま（す
り）／三温糖／食パン
(市販品）

十勝ヨーグルト／たま
ご／むき海老／豚小間
／鶏若鶏肉ささ身／牛
乳／まぐろ缶詰(油漬ﾌ
ﾚｰｸﾗｲﾄ)

ねぎ／玉葱／干し椎茸
／しょうが／にんにく
(りん茎)／はくさい／
えのきたけ／ブロッコ
リー／にんじん／キャ
ベツ／バナナ／きゅう
り

牛乳
◆ツナサンド

ヨーグルト

たんぱく質 21.4 ｇ
／

脂　質 16.6 ｇ
木

14
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒(精白米)／白ご
ま(いり）／かたくり
粉／黒砂糖／薄力粉／
ラード

牛乳／きな粉(大豆）
／絹ごし豆腐／かたく
ちいわし(煮干し)／鶏
若鶏肉ひき肉／たまご
／しらす干し(微乾燥
品)／かつお加工品(削
り節)

葉ねぎ／トウミョウ／
玉葱／干し椎茸／しょ
うが／きゅうり／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／キャベ
ツ／しそ葉（ゆかり）
／グレープフルーツ／
干しぶどう

牛乳
◆マーラーカオ

牛乳
◆マカロニきな粉

たんぱく質 20.0 ｇ
／

脂　質 13.3 ｇ
金

15
ウエハース／スパゲッ
ティ／サラダ油／さつ
まいも／三温糖／ゼ
リー／水稲穀粒(精白
米)

牛乳／鶏小間／きざみ
のり／ロースハム／プ
レーンヨーグルト／焼
き豚／なると／たまご

にんにく(りん茎)／え
のきたけ／生しいたけ
(菌床栽培、生)／ぶな
しめじ／エリンギ／玉
葱／はくさい／にんじ
ん／西洋かぼちゃ／
きゅうり／りんご／

◆麦茶
◆チャーハン

牛乳
ウエハース

たんぱく質 20.6 ｇ
／

脂　質 17.6 ｇ
土

16
ソーダクラッカー／水
稲穀粒(精白米)／かた
くり粉／ごま油／食パ
ン(6枚切り）

牛乳／木綿豆腐／豚ひ
き肉／たまご／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
かに風味かまぼこ／ピ
ザ用チーズ／まぐろ缶
詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

玉葱／にんじん／にら
／にんにく(りん茎)／
葉ねぎ／キャベツ／
きゅうり／バナナ／ト
マト缶詰(ダイス）

牛乳
◆トマトピザトースト

牛乳
クラッカー

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 20.6 ｇ
／

脂　質 15.5 ｇ
月

18
スティックパン／うど
ん(ゆで)／さといも／
糸こんにゃく／薄力粉
／サラダ油／ごま油／
白ごま(いり）／きび
(精白粒）／水稲穀粒
(精白米)／三温糖

牛乳／豚小間／油揚げ
／きす／たまご／きな
粉(大豆）

玉葱／にんじん／ねぎ
／ほうれんそう／ﾌﾞﾗｯ
ｸﾏｯﾍﾟもやし／バナナ

牛乳
◆きび団子

牛乳
スティックパン

10月10日は目の愛護デーです。今は子どもも

スマホやゲームにふれる時間が増えています。

時間を区切って使うことはもちろんですが、

目にいいビタミンB群を

含む豚肉やサケ、サバ

などの秋魚、納豆など

の大豆製品、れんこん

などをとって、目の健

康を守りましょう。

目にいい食べものをとろう

ごまあえなどに用いられるほか、ごま油やドレッシ

ングの原料にもなり、豊かな香りと風味が特徴です。

国内では9月から10月にかけて収穫されます。

抗酸化作用のあるセサミン

をはじめ様々な栄養が含ま

れ、すって食べると体内に

栄養がより吸収されやすく

なります。

ご ま


