
平成２９年９月　予定献立表（幼児食）

献立名 おやつ 材料名
３歳以上児の栄養価

エネルギー たんぱく質 脂質 カルシウム 鉄分 塩分

1(金)

ごはん,キャベツのスープ,
ポークビーンズ,シルバーサ
ラダ,　なし

豆腐ドーナツ　　　　　　　　　　　
牛乳　

米 / たまねぎ,キャベツ,ブイヨン,しょうゆ,塩 / 大豆,豚もも,にんじん,たま
ねぎ,サラダ油,,ケチャップ,砂糖,塩,こしょう / はるさめ,きゅうり,塩,にん
じん,ハム,マヨ,塩,こしょう / なし/ホットケーキミックス,豆腐,牛乳,砂糖,
サラダ油,牛乳

688 20.9 28.0 243 2.3 1.3

4(月)

ごはん,すまし汁（そうめん
・ねぎ）,鶏肉の照り焼き,
切干大根のサラダ,グレープ
フルーツ

お好み焼き　　　　　　　　　　　
牛乳

米/ そうめん,ねぎ,しょうゆ,塩,だし / 鶏もも,サラダ油,みりん,しょうゆ,砂
糖 / 切り干し大根,ツナ缶,にんじん,きゅうり,白ゴマ,ごま油,マヨネーズ,み
そ/ グレープフルーツ/,豚肩,薄力粉,鶏卵,塩,キャベツ,かつお節,サラダ油,あ
おのり,ソース,牛乳

600 25.4 19.3 231 2.7 1.7

5(火)

しらすご飯,味噌汁(高野豆
腐・おくら）,魚のおろし
煮,ひじき入り卵焼き,オレ
ンジ

ピザトースト　　　　　　　　
牛乳

米,しらす干し,ごま / 高野豆腐,オクラ,みそ, / たら,砂糖,しょうゆ,みりん,
だし,大根 / ひじき,にんじん,ごま油,グリンピース,だし,砂糖・上白糖,みり
ん,しょうゆ,鶏卵,サラダ油 / オレンジ/食パン,ケチャップ,たまねぎ,マッシ
ュルーム,サラダ油,ピーマン,とうもろこし,チーズ,牛乳

607 28.9 16.7 271 3.2 2.6

6(水)

ロールパン,かき玉スープ,
豆腐のミートグラタン,ブロ
ッコリーのサラダ,ヨーグル
ト

サケおにぎり　　　　　　　　　　　
麦茶

ロールパン / 鶏卵,かたくり粉,ブイヨン,しょうゆ,塩,こしょう,あさつき / 
豆腐,にんにく,にんじん,たまねぎ,サラダ油,砂糖,豚ひき肉,塩,こしょう,薄力
粉,ケチャップ,ソース,バター,薄力粉,牛乳,パン粉,チーズ / ブロッコリー,ツ
ナ缶,チーズ,ドレッシング(和風) / ヨーグルト,サケ,おおむぎ,かつお節,ご
ま,麦茶

513 22.4 14.5 266 2.8 2.2

7(木)

ごはん,すまし汁（ワカメ・
オクラ）,生揚げの味噌炒
め,もやしとひじきの胡麻和
え,なし

麩の黄な粉スナッ

クヨーグルト
米/ ワカメ,オクラ,しょうゆ,みりん,塩 / 生揚げ,豚もも,にんじん,たまねぎ,
ピーマン,しいたけ,サラダ油,砂糖,みそ,しょうゆ / もやし,ひじき,しょうゆ,
にんじん,ほうれんそう,白ゴマ,砂糖,しょうゆ / なし/ふ,バター,きな粉,砂
糖,塩,ヨーグルト

592 25.9 18.7 311 4.2 1.9

8(金)

ごはん,スープＡＢＣ,カレ
イのチーズ焼き,野菜ソテ

ー,ぶどう

プリン　　　　　　　　　　　　　　　　　
牛乳

米 / マカロニ,ベーコン,にんじん,じゃがいも,トマト,ブイヨン,塩 / かれい,
塩,チーズ,チーズ,バター / キャベツ,もやし,ベーコン,パセリ,サラダ油,塩,
こしょう,カレー粉 / ぶどう/プリン,砂糖,牛乳,バニラエッセンス,バター,砂
糖,牛乳

598 25.4 22.3 309 2.1 1.9

11(月)

冷やしうどん,ウィンナーの
かきあげ,青菜のツナ和え,
すいか

ピラフ　　　　　　　　　　　　
牛乳

干しうどん,ねぎ,豚肩ﾛ-ｽ,にんじん,こまつな,しょうゆ,みりん,塩 / ｳｲﾝﾅ-・ｿ
-ｾ-ｼﾞ,たまねぎ,にんじん,えだまめ,さくらえび,鶏卵,小麦粉,サラダ油 / ほう
れん草,ツナ/すいか/米,バター,にんじん,たまねぎ,ベーコン,コーン,ﾏｯｼｭﾙ-ﾑ,
塩,ワイン,グリンピース,牛乳

670 20.7 25.7 243 2.6 2.5

12(火)

ごはん,スープ（卵わか
め）,豚肉のケチャップ焼
き,胡麻ドレッシングサラ
ダ,キウイ

お豆腐ポンデケー

ジョ,牛乳
米/ 鶏卵,カットわかめ,ブイヨン,しょうゆ,塩,こしょう / 豚ｿﾄもも,薄力粉,
かたくり粉,オリーブ油,たまねぎ,にんにく,しょうが汁,ケチャップ,ソース,三
温糖,固形コンソメ / レタス,きゅうり,トマト,ハム,白ゴマ,サラダ油,酢,塩,
こしょう / キウイ/白玉粉,強力粉,豆腐,ほうれんそう,チーズ,牛乳

579 22.9 22.4 265 1.9 1.3

13(水)

ターメリックライス,鯖カレ
ー,フレンチサラダ,なし

アメリカンドッ
ク,牛乳

米,ターメリック / さば水煮缶詰,たまねぎ,にんじん,ピーマン,トマト,カレー
ルウ,ソース,三温糖,にんにく,しょうが,バター / キャベツ,きゅうり,セロリ,
にんじん,ハム,サラダ油,穀物酢,塩,こしょう/ なし/ホットケーキミックス,鶏
卵,ｳｲﾝﾅ-,薄力粉,サラダ油,ケチャップ,牛乳

615 22.3 24.8 290 1.9 2.5

14(木)

ひじきご飯,すまし汁（えの
き・卵豆腐）,肉じゃが,青
菜ともやしの磯和え,ばなな

ムース　　　　　　　　　　　　　　　
麦茶

米,押麦,ひじき,にんじん,しいたけ,油揚げ,さやえんどう,ごま,三温糖,しょう
ゆ,だし汁,塩,酒 / えのきたけ,豆腐,しょうゆ,塩 / 豚肩,ごま油,じゃがいも,
にんじん,たまねぎ,しょうゆ,上白糖,みりん/ ほうれんそう,もやし,しょうゆ,
刻みのり,ごま,砂糖,さくらえび / バナナ/牛乳,ゼラチン,コーンフレーク,麦
茶

507 20.1 13.7 213 2.9 1.9

15(金)

ごはん,味噌汁(かぼちゃ・
玉葱）,ぎせい豆腐,ブロッ
コリーとベーコンの炒め物,
オレンジ

焼きうどん　　　　　　　　　　　　　　　
牛乳

米, かぼちゃ,たまねぎ,みそ,  たまねぎ,にんじん,しいたけ,鶏ひき肉,豆腐,
鶏卵,サラダ油,しょうゆ,砂糖,塩 / ブロッコリー,ベ－コン,バター,にんにく,
中華だし,しょうゆ/ オレンジ/牛乳,うどん,キャベツ,ピーマン,もやし,にんじ
ん,豚肩,ソース,あおのり,サラダ油

559 26.0 16.6 235 2.5 1.8

19(火)

ごはん,スープ（きゃべつ・
春雨）,ひじきのコロッケ,

ブロッコリー,トマト,プチ
ゼリー

蒸しパンココア　　　　　　　　　　　　
牛乳

米, はるさめ,キャベツ,たまねぎ,ブイヨン,しょうゆ,塩/ ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ,ひじき,に
んじん,油あげ,サラダ油,酒,みりん,砂糖,しょうゆ,塩,薄力粉,鶏卵,パン粉,サ
ラダ油 / ブロッコリー / ミニトマト / プチゼリー/ホットケーキミックス,コ
コア,豆乳,牛乳

579 14.9 16.1 236 2.8 1.3

20(水)

ふりかけごはん,すまし汁
（ハンペン・ねぎ）,鮭の味
噌マヨ焼き,焼きビーフン,

オレンジ

マカロニのあべ
川,ヨーグルト

米,ふりかけ/ はんぺん,ねぎ,しょうゆ,塩,だし/ さけ,塩,こしょう,サラダ油,
みそ,,たまねぎ/ ビーフン,豚肩ﾛ-ｽ,たまねぎ,にんじん,中華だし,豆苗,しょう
ゆ,ごま油 /オレンジ/マカロニ,きな粉,砂糖,塩,ヨーグルト

523 25.1 12.0 172 2.1 1.4

21(木)

ごはん,スープ（ベーコンき
ゃべつ）,豆腐チャンプル
ー,青菜のごま和えツナ入
り,なし

豆乳フレンチトー
スト牛乳

米・精白米 / ベーコン(豚),たまねぎ,キャベツ,ブイヨン,しょうゆ（こいく
ち）,塩（食塩）,水 / 豆腐(木綿),ごま油,豚肩･脂無(中型),にがうり,鶏卵
（全卵・生）,めんつゆ(ストレート),かつお節 / ほうれんそう,ツナ缶(水煮ﾌﾚ
ｰｸ)ﾎﾜｲﾄ,ごま(すりごま）,しょうゆ（こいくち）,砂糖・上白糖 / なし/牛乳,
豆乳フレンチトースト豆乳(食パン,鶏卵（全卵・生）,豆乳,砂糖・上白糖,バタ
ー,グラニュー糖)

682 35.5 24.6 308 4.1 1.7

22(金)

ナポリタンホウレンソウト
ッピング,スープ白菜たまね
ぎ,スペイン風オムレツ,ブ
ロッコリー,ヨーグルト

チャーハン,　　　　　
麦茶

スパゲティ,鶏もも,たまねぎ,にんじん,ピーマン,ソース,ケチャップ,サラダ
油,バター,塩,ブイヨン,ほうれんそう/はくさい,たまねぎ,ブイヨン,しょうゆ,
塩/ 鶏卵,豚ひき肉,じゃがいも,にんじん,たまねぎ,酒,塩,バター,サラダ油,ケ
チャップ/ブロッコリー/ ヨーグルト/米,ハム,ねぎ,鶏卵,にんじん,ごま,ごま
油,しょうゆ,塩,中華だし,麦茶

578 27.6 15.7 212 3.1 2.1

25(月)

ごはん,すまし汁（とうふ・
ねぎ）,なすピー豚の味噌炒
め,三色ナムル,ぶどう

ちんすこう,　　　　　　　　　　　
牛乳

米/豆腐,ねぎ,しょうゆ,塩 / 豚もも,なす,ピーマン,薄力粉,みそ,みりん,砂
糖,酒,サラダ油 / ほうれんそう,にんじん,もやし,しょうゆ,ごま油,酢 /ぶど
う/薄力粉,黒砂糖,サラダ油,ラード,牛乳

615 23.1 22.5 206 2.4 1.2

26(火)

ごはん,中華風コーンスー
プ,麻婆豆腐,中華風サラダ,
なし

蒸しパンキャロッ

ト,牛乳
米,とうもろこし,ねぎ,鶏卵,固形コンソメ,塩,こしょう,かたくり粉 / 豆腐,は
るさめ,豚ひき肉,なす,ピーマン,にんじん,にんにく,しょうが,サラダ油,,ごま
油,しょうゆ,みりん,砂糖,みそ,かたくり粉 / はるさめ,きゅうり,にんじん,ハ
ム,ごま油,酢,しょうゆ,三温糖/ なし/(ホットケーキミックス,にんじん,砂糖,
牛乳

640 20.5 18.1 275 1.9 2.7

27(水) リクエストメニュー

パフェ　　　　　　　　　　　　　
麦茶

米,高野豆腐,こまつな,みそ,だし汁,さわら,酒,塩,あおのり,薄力粉,サラダ油 
/ マカロニ,にんじん,きゅうり,塩,ハム,マヨネーズ,塩,こしょう/ オレンジ/
コーンフレーク,ヨーグルト,生クリーム,麦茶

563 22.2 21.7 191 3.3 1.2

28(木)

ごはん,スープ卵えのき,回
鍋肉,ナムル（大根・わか
め）,　　　　　ヨーグルト

大豆入りチキンナ
ゲット,　　　　　　　　　　　　　　
麦茶

米, 鶏卵,えのきたけ,しょうゆ,塩,こしょう/ 豚肩ﾛｰｽ,キャベツ,ピーマン,た
けのこ,ねぎ,にんじん,酒･,オイスターソース,みそ,砂糖,しょうゆ,サラダ油,
塩,こしょう,ごま油 / 大根,カットわかめ,ごま油,しょうゆ/ ヨーグルト/鶏ひ
き肉,大豆,しらす干し,たまねぎ,れんこん,チーズ,かたくり粉,こしょう,サラ
ダ油,麦茶

526 24.9 17.3 217 2.1 1.3

29(金)

ごはん,味噌汁(高野豆腐・
小松菜）,さごしの磯辺揚
げ,マカロニサラダ,オレン

ジ

せんべい,　　　　　　　　　　　　　　
フィッシュアーモ

ンド,牛乳

米,高野豆腐,こまつな,みそ,だし汁,さわら,酒,塩,あおのり,薄力粉,サラダ油 
/ マカロニ,にんじん,きゅうり,塩,ハム,マヨネーズ,塩,こしょう/ オレンジ/
コーンフレーク,ヨーグルト,生クリーム,麦茶

585 29.2 15.8 379 5.5 1.9

＊３歳未満児は午前中に牛乳を提供します 今月の平均栄養価 591 24.2 19.3 254 2.8 1.8

＊仕入れの状況で献立変更の可能性があります ３歳以上児　目標栄養量 580 21.2 16.0 270 2.5
2.0g
未満

 牛肉            類  月  提供致    


