
エネルギー たんぱく質 脂質 カルシウム 鉄分 塩分

2(月)

ごはん,けんちん汁,鶏肉の胡麻味
噌焼き,トマト,青菜とじゃこの磯
和え,なし

麩の黄な粉スナック

ヨーグルト

米,押麦 / 大根,ごぼう,にんじん,里芋,豆腐,油あげ,ねぎ,ごま油,だし汁,塩,しょうゆ / 鶏

もも皮なし,みそ,しょうゆ,砂糖,みりん,白ゴマ,サラダ油 / トマト / ほうれんそう,ちりめんじゃ

こ,しょうゆ,刻みのり,ごま,砂糖,なし / 観世ふ,バター,きな粉,砂糖,塩,ヨーグルト
525 25.6 13.7 233 3.1 1.6

3(火)

ごはん,スープ,かじきまぐろのイ
タリアンソテー,マカロニサラダ,
バナナ

のりじゃこトースト

牛乳

米,押麦 / ベーコン,たまねぎ,キャベツ,ブイヨン,しょうゆ,塩 / カジキマグロ,塩,こしょう,薄力

粉,トマト,たまねぎ,砂糖,ケチャップ,にんにく,オリーブ油,塩,こしょう,ブイヨン,ブロッコリー /

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 / バナナ,食パン,しらす干し,チー

ズ,のり,マヨネーズ,牛乳

663 29.4 20.2 223 1.5 2.4

4(水)

焼きうどん,スープ卵えのき,はく
さいときゅうりのゆかりあえ,お
月見ゼリー

お豆腐ポンデケージョ

牛乳

うどん,キャベツ,ピーマン,もやし,にんじん,生揚げ,豚肩,めんつゆ,オイスターソース,あおのり,

かつお節,ごま油 / 鶏卵,えのきたけ,,あさつき,ブイヨン,しょうゆ,塩,こしょう/ はくさい,きゅう

り,しらす干し,塩,削り節,梅びしお / 乳酸菌飲料,牛乳,砂糖,ゼラチン,もも缶詰/白玉

粉,強力粉,豆腐,チーズ,牛乳,オリーブ油,牛乳

645 31.2 20.3 330 2.6 1.8

5(木)

わかめごはん,みそしる,ぎせい豆
腐,青菜とカニ蒲鉾のおかか和え,
オレンジ

キャロットケー
キ
牛乳

米,ふりかけわかめ / さつまいも,ねぎ,みそ,だし汁 / 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,合成清酒/ こまつな,かにかまぼこ,塩,削り節 / オ

レンジ/にんじん,薄力粉,塩,ベ－キングパウダ－,シナモン,サラダ油,砂糖,鶏卵,脱脂粉

乳,バター,牛乳

657 22.9 20.1 342 3.1 1.7

6(金)

牛丼の具,ごはん,すまし汁（えの
き・卵豆腐）,酢の物☆,柿 クレープ

牛乳

牛肉,牛肉,酒,たまねぎ,しらたき,にんじん,ごま油,グリンピース,めんつゆ,三温糖 / 米,押

麦 / えのきたけ,豆腐,しょうゆ,塩/ きゅうり,塩,わかめ,しらす干し,砂糖,酢,塩/ 柿/クレー

プ生クリーム,牛乳

757 20.6 35.4 216 1.9 1.4

10(火)

ごはん,すまし汁（はんぺん・青
梗菜）,豚肉のしょうが焼き☆,ア
ボカドサラダ

おからケーキ
牛乳

米,押麦 / はんぺん,チンゲンサイ,だし汁,しょうゆ,塩/ 豚もも,たまねぎ,もやし,にら,しょう

ゆ,しょうが汁,みりん,ごま油 /アボガド,トマト,ブロッコリー,マヨネーズ,塩,こしょう,レモン/おか

ら,ホットケーキミックス,砂糖,牛乳,鶏卵,牛乳

644 23.3 26.2 202 2.4 1.5

11(水)

ごはん,スープ白菜春雨小倉,魚の
コーン焼き,ブロッコリー添え物,
スペイン風オムレツさつま芋,
ヨーグルト

焼きそば
麦茶

米,押麦 /はくさい,はるさめ,しょうゆ,塩,水 / たら,小麦粉,バター,コーン,固形コンソメ,チー

ズ,パセリ/ブロッコリー/ 鶏卵,豚ひき肉,さつまいも,にんじん,たまねぎ,酒,塩,バター,サラダ

油,ケチャッ/ヨーグルト/中華めん,キャベツ,ピーマン,もやし,にんじん,豚ばら,ソース,あおのり,

かつお節,サラダ油,麦茶

647 30.0 17.7 223 2.7 2

12(木)

ロールパン,クリームシチュー☆
南瓜,フレンチサラダ,柿 ごろごろピラ

麦茶小倉

ロールパン/ 鶏もも,たまねぎ,にんじん,かぼちゃ,えだまめ,しめじ,バター,豆乳,牛乳,固形コ

ンソメ,塩,こしょう / キャベツ,きゅうり,セロリ,にんじん,ハム,サラダ油,酢,塩,こしょう/柿/米,

ウインナー,鶏卵,にんじん,グリンピース,とうもろこし,たまねぎ,バター,ブイヨン,サラダ油,塩,パ

セリ,麦茶

585 23.1 21.3 178 3.4 2.9

13(金)

さつま芋ご飯,味噌汁(えのき・油
揚げ）,豆腐のつくね焼☆,ほうれ
んそう(ゆで),切干大根のサラダ,
オレンジ

季節のムース
麦茶

精白米,押麦,さつまいも,ごま/ えのきたけ,油あげ,みそ,だし汁 / 豆腐,鶏ひき肉,にんじ

ん,たまねぎ,ひじき,サラダ油,鶏卵,パン粉,砂糖,しょうゆ,塩,サラダ油,砂糖,しょうゆ/ほうれ

んそう/ 切り干し大根,にんじん,きゅうり,白ゴマ,ごま油,サラダ油,酢,しょうゆ/オレンジ/季節

のムース牛乳,砂糖,ゼラチン,コーンフレーク,麦茶

562 21.8 16.9 270 3.5 1.8

16(月)

ごはん,スープ卵わかめ,ポーク
ビーンズ,ブロッコリーのごま和
え,りんご

ツナキュウサン
ド
ジョアマスカッ
ト

米,押麦 / 鶏卵,カットわかめ,ブイヨン,しょうゆ,塩,こしょう/ 大豆,豚もも,にんじん,たまね

ぎ,サラダ油,水,ケチャップ,砂糖,塩,こしょう/ ブロッコリー,ごま,砂糖,しょうゆ / りんご/食パ

ン,ツナ缶,きゅうり,マヨネーズ,ジョア

665 25.5 16.7 315 7.2 1.8

17(火)

煮込みうどん☆,大豆とごぼうの
落とし揚げ,もやしとひじきのご
ま和え☆,ヨーグルト

しらすご飯
麦茶

干うどん,鶏もも皮つき,にんじん,しめじ,大根,ねぎ,だし汁,みりん,しょうゆ,塩,かまぼこ/ ご

ぼう,にんじん,大豆,薄力粉,鶏ひき肉,塩,しょうゆ,酒,鶏卵,薄力粉,揚げ油 /もやし,ひじ

き,しょうゆ,にんじん,ほうれんそう,ごま,三温糖,しょうゆ/ ヨーグルト/精白米,しらす干し,ご

ま,かつお節,チーズ,麦茶

506 25.6 10.4 246 3.1 1.1

18(水)

ごはん,味噌汁(きゃべつ・えの
き）,鮭のカレーマヨネーズ焼き
小倉,白和え,柿

お好み焼き
牛乳

米,押麦 /キャベツ,えのきたけ,みそ,だし汁 / さけ,酒,たまねぎ,しいたけ,ピーマン,パプリカ

黄,サラダ油,マヨ,カレー粉 /豆腐,ほうれんそう,にんじん,竹輪,砂糖,しょうゆ,だし,白ゴマ,

みそ,砂糖,塩/ 柿/豚,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

624 29.6 19.5 302 3.4 1.3

19(木)

ごはん,スープ白菜たまねぎ,ハン
バーグのトマト煮込,れんこんの
サラダ,グレープフルーツピンク

焼きビーフン
麦茶

米・押麦/はくさい,たまねぎ,ブイヨン,しょうゆ,塩 / 豚ひき肉,牛ひき肉,鶏卵・,たまねぎ,

キャベツ,えのきたけ,パン粉,酒,ケチャップ,ソース,水,トマト缶,ブロッコリー/ れんこん,砂糖,

酢,きゅうり,塩,ツナ缶,マヨネーズ,白ゴマ/グレープフルーツ/ビーフン,豚肩ﾛ-ｽ,たまねぎ,にん

じん,トウミョウ,中華だし,しょうゆ,ごま油,かつお節,麦茶

682 29.3 27.3 152 3.5 2.9

20(金)

ごはん,みそしる,ぶりの照り焼き
ゆーざー,金平（鶏肉入り）,ばな
なユーザー1/3

ほろほろクッ
キー
牛乳

米,押麦/かぼちゃ,たまねぎ,みそ,だし汁/ぶり,薄力粉,砂糖,みりん,しょうゆ,ほうれんそう/

鶏もも,ごま油,ごぼう,れんこん,にんじん,酒,みりん,しょうゆ,三温糖,こまつな,ごま/バナナ/

バター,グラニュー糖,薄力粉,アーモンドパウダー,砂糖,牛乳

658 24.9 22.8 210 2.3 2..1

23(月)

三色丼,すまし汁（とうふ・わか
め,青菜・油揚げ・きのこのごま
和え,ヨーグルト

かきたまうどん
麦茶

米,牛ひき肉,かつお節,三温糖,しょうゆ,鶏卵,塩,バター,しらす干し,ごま油,塩,グリンピー

ス,にんじん/豆腐,カットわかめ,しょうゆ,塩/ほうれんそう,油あげ,しめじ,砂糖,ごま,しょうゆ/

ヨーグルト,干しうどん,鶏もも皮なし,大根,にんじん,ねぎ,塩,しょうゆ,だし汁,鶏卵,なると,

麦茶

562 27.8 13.1 233 3.4 1.8

24(火)

ごはん,けんちん汁,鮭のきのこみ
そ焼き,切干大根のサラダ☆,オレ
ンジ

ふかしイモ
牛乳

米,押麦/にんじん,ごぼう,大根,サラダ油,豆腐,ねぎ,だし,塩,こしょう/ さけ,かたくり粉,サラ

ダ油,えのきたけ,はくさい,みそ,砂糖,酒,かたくり粉 /切り干し大根,にんじん,きゅうり,白ゴ

マ,ごま油,酢,,しょうゆ,三温糖 /オレンジ/ふかしイモ,牛乳
628 27.3 18.0 406 3.8 2.6

25(水)
誕生日会
☆リクエストメニュー

パフェ
麦茶

米/かぼちゃ,玉ねぎ,豆乳,ｺﾝｿﾒ/豚もも,チーズ,小麦粉,パン粉,/キャベツ,きゅうり,セロリ,

人参,ハム/プチゼリー/ｺｰﾝﾌﾚｰｸ,ヨーグルト,いちご,生クリーム,ウエハース,麦茶 583 21.8 17.0 115 2.7 2.5

26(木)

パスタ,スープ白菜たまねぎ,ブ
ロッコリートマトツナサラダ
チーズなし,チーズ(プロセス),な
し

チャーハンおや
つ
麦茶

スパゲティ,豚ひき肉,大豆,にんじん,たまねぎ,ピーマン,ほうれんそう,ソース,ケチャップ,三温

糖,オリーブ油,バター,塩,ブイヨン,チーズ,はくさい,たまねぎ,ブイヨン,しょうゆ,塩/ブロッコリー,

トマト,きゅうり,ツナ缶,ドレッシング/チーズ/なし/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

598 28.4 21.0 221 4.8 2.3

27(金)

きのこご飯,おでん,豚しゃぶサラ
ダ,ヨーグルト 豆腐入りドーナ

ツ
麦茶

米,えのきたけ,まいたけ,しめじ,にんじん,油あげ,しょうゆ,みりん/ｳｲﾝﾅ-,うずら卵,竹輪,はん

ぺん,大根,昆布,だし汁,塩,しょうゆ,みりん/豚肩ﾛ-ｽ,きゅうり,にんじん･皮むき,レタス,ド

レッシング/ヨーグルト,薄力粉,ベ－キングパウダ－,鶏卵,砂糖,豆腐,レーズン,,麦茶
547 26.1 11.7 240 2.4 2.5

30(月)

ごはん,スープ,ローストチキン中
華,バンサンスー☆,りんご ゼリー,クッキー

牛乳

米・押麦/ もやし,しめじ,ごま油,中華だし,塩,しょうゆ,かたくり粉/鶏もも皮つき,たまねぎ,

にんにく,しょうが,酒,みりん,しょうゆ,ごま,ごま油,ほうれんそう/はるさめ,にんじん,きゅうり,ハ

ム,鶏卵,砂糖,ごま油,酢,しょうゆ,塩/りんご/ゼリー,クッキー,牛乳
586 19.5 15.7 178 1.2 2.3

31(火)

ごはん,ドライカレーハロウィン,
きゃべつのスープ,わかめとコー
ンのサラダユーザー,みかん

蒸しパンココア
牛乳

米・押麦/牛ひき肉,かぼちゃ,にんじん,たまねぎ,オリーブ油,にんにく,しょうが,カレールウ,餃

子の皮/キャベツ,ブイヨン,しょうゆ,塩/きゅうり,とうもろこし,カットわかめ,酢,しょうゆ,砂糖/

みかん/ホットケーキミックス,ココア,豆乳,砂糖,牛乳
549 20.3 15.1 211 2.3 1.3

今月の平均栄養価 613 25.4 19.1 240 3.0 1.9

３歳以上児　目標栄養量 580 21.2 16.0 270 2.5
2.0g
未満

平成29年10月　予定献立表（幼児）

＊３歳未満児は午前中に牛乳を提供します

＊当園では北海道産のお米を使用しております

＊仕入れの状況で献立変更の可能性があります

３歳以上児の栄養価
日付 献立名 3時 材料名

小倉すくすく保育園


