
令和2年1〇月　　　予定献立表(一般)　　　　　　　　　　可愛保育園

日 �曜 �昼食献立名 �午後おやつ 献立名 �主な材料の体内での働き ����栄養価 乳児　主食 乳児・幼児副食 ��血や肉となる �働く力や熱と 　なる �体の調子を整 えるもの �調味料"その他 �乳児 �幼児 

補食 

1 �木 �ごほん �牛乳 �豚もも肉 �はいが捕米、油 �茹たけのこ �酒 塩 �516kca �446kcai 青椒肉紙 �胡麻塩おにぎり 100%ルコツユース �生あげ �砂糖、かたくり粉 �人参 ��たんばく質 �たんばく質 

31 �土 �さつま芋の甘煮 ��味噌 �胡麻油 �ピーマン �しょう油 �19.Og �19.1g 味噌汁(生あげ・ほつれん草) ��牛乳 �さつま芋 �まうれん草 �水 だし汁 �脂　質 �脂　質 

りんご �ハーベスト ��黒胡麻 �りんご ��12.9g �13.8g 

2 �金 �ロールパン �のむヨーグルト �牛乳(乳児のみ) �バターロール、油 �干しいたけ(*「.2) �塩.こしょう �509kca �411kca 豆腐グラタン �大学かぼちゃ �紳豆腐.ベーコン �バター、小麦粉 �小松菜、人参 �しょう油 �たんばく賃 �たんばく賞 

30 ��人参グラッセ �(黒砂糖) �スキムミルク �砂粕 �キャベツ、玉ねぎ �水 �17.2g �13.1g コンソメジュiノアン ��粉チーズ �黒砂糖 �セロリ、みかん �コンソメ �脂　質 �脂　質 

みかん �ばかうけせんべい �ジョアマスカット �白胡麻 �かぼちゃ ��20.Og �17.3g 

3 �土 �ごはん �牛乳 �鶏もも肉(皮なし) �はいが精米 �きゅうり �塩 こしょう �483kca �398kca チキンピカタ �ジャムパン �卵、花かつお �小麦粉 油 バターロール �人参 ��たんばく賞 �たんばく質 

17 ��三色おひたし ��絹豆腐、油あげ ��もやし �ケチャップ �23.3g �23.5g 味噌汁(豆腐・油あげ) ��味噌 ��りんご �しよう油 �脂　質 �脂　質 

りんご ��牛乳 �ブルーベリージャム ��だし汁 �14.8g �15.3g 

5 �月 �ごほん �牛乳 �豚もも肉、鮪豆腐 �よいが箱米、油 �生姜汁 �しょう油 �550kcai �464kcai 豚肉の生萎焼き �貴名粉の �焼き竹輪、白味噌 �砂糖、白胡麻 �ほうれん草 �みりん �たんばく質 �たんばく質 

19 ��白和え �パンケーキ �味噌、牛乳 �さつま芋、小麦粉 �人参 �だし汁 �24.6g �25.Og 味噌汁(玉ねぎ・さつま芋) 柿 ��貴名粉、卵 スキムミルク �バター 黒砂糖 �玉ねぎ 柿 �B・P 水 �脂質 16.1g �脂質 16.7g 

ヨーグルト 

6 �火 �ごはん �牛乳 �豚挽肉 �よいが精米、油 �玉ねぎ、れんこん �水,塩 �493kca �404kca れんこんハンバーグ 甘酢和‾ �いりこの青のり風味 �スキムミルク �パン粉、春雨 �小松菜 �こしょう �たんばく貧 �たんばく質 

20 ��　え 味噌汁(里芋■なめこ) �ハイ菓子 �味噌 牛乳 �砂粗、里子 胡麻油 �ホールコーン缶 なめこ �酢 しよう油 �20.1g 脂質 �20.6g 脂質 

みかん �かりんとう �いりこ �ホームパイ �みかん、宵のり �だし汁 �18.5g �19.2g 

7 �水 �ごほん �牛乳 �生鮭 �よいが掃米 �玉ねぎ、人参 �塩 酢 しょう油 �526kcai �442kca 魚のマリネ �フラップジャックス �花かつお �小麦粉、油、砂糖 �パセリ(*1.1) ��たんばく質 �たんばく質 

21 ��ブロッコリーのおかか和え ��油あげ �オートミール �プロツコiノ- ��20.1g �19.8g 味噌汁(切干し大根"油揚げ) �バウムクーヘン �味噌 �パター �切干し大根 �だし汁 �脂　質 �脂　質 

りんご ��牛乳 �三温滴、はちみつ �りんご ��20.7g �22.1g 

8 �木 �けんちんうどん �のむヨーグルト �油あげ �乾麺、里芋 �ごぼう.人参 �だし汁 �452kcaI �381kcal 厚焼き卵 �ふかし芋 �卵 �油、砂減 �長ねぎ �みりん �たんばく賞 �たんばく質 

22 ��キヤヘツの胡麻和え �チーズ ルヴァン �豚挽肉 �臆白胡麻 �さやいんげん �しよう油 塩 �16.8g �14.6g みかん ��のむヨーグルト 牛乳(乳児のみ) �さつま芋 �キャベツ みかん ��脂質 11.5g �脂質 10.3g 

9 �金 �カレー(ライス) �牛乳 �豚もも肉 �はいが精米 �人参玉ねぎ �カレー粉,水 �548kcai �481kcaI ごぼうサラダ 柿 �オレンジゼI)- �スキムミルク �じゃがいも、油 �ごぼう,きゅうり �コンソメ,ケチャップ ’書きヽ �たんばく質 �たんばく質 

23 ����味噌、牛乳 ゼラチン プレーンヨーグルト �ハタ一、小麦粉 マヨネーズ 白胡麻、砂鵜 �柿 1○○%みかん果汁 みかん缶 �中濃ソース 塩 酢 �17.7g 脂質 18.1g �17.7g 脂質 20.6g 

クッキー 

10 �土 �ゆかりおにぎり �牛乳 �大豆 �はいが精米 �人参 �ゆかり �487kcaI �381kcal 五目豆 里廿の含め煮 �黒糖パン �鶏もも肉(皮なし) 油あげ �砂灘 �ごぼう �たし汁 �たんばく質 �たんばく質 

24 ��干 味噌汁(大根・ほうれん草) ��味噌 �里子 黒指パン �大根 ほうれん草 �塩 しょう油 �20.5g 脂質 �19.5g 脂質 

みかん ��牛乳 ��みかん ��13.6g �13.8g 

12 �月 �ごほん �牛乳 �綿豆腐、豚挽肉 卵 味噌 �はいが滞米 �人参、長ねぎ �しょう油 塩 こしょう �505kca �426kca 豆腐の落し揚げ �きのこスパゲッティ ��かたくり粉 �干ひじき、キャベツ ��たんばく質 �たんばく質 

26 ��キャベツの塩もみ ���油 �きゅうり、生わかめ ��18.Og �17.2g 疎略汁(わかめ・玉ねぎ) 梨 ��牛乳 ベーコン �スパゲティ �玉ねぎ、梨 しめじ、えのきだけ �だし汁 �脂質 19.4g �脂質 20.7g 

ヨーグルト 

13 �火 �ごほん �牛乳 �さんま(*1.54) �よいが精米、油 �レモン �塩 みりん �477kca �410kca 焼き魚 �ポップコーン �油あげ 卵 牛乳 �砂糖、かたくり粉 �切干し大根 ��たんばく質 �たんばく質 

27 ��切干し大根の煮物 �カレー風味 ��とうもろこし(乾) �人参 �しょう油 �17.4g �17.1g かきたま汁 �鈴カステラ ��バター 鈴カステラ �長ねぎ 小松菜 �たし汁 カレー粉 �脂質 20.Og �脂質 22.Og 

ゼリー 

14 �水 �りんごジャムサンド きのこのキッシュ レーズンサ‾ダ �牛乳 什よ‾かん �ロースハム ピザ用チーズ �食パン、バター り‾ぐ◆ム �工リンギ、玉ねぎ キャベツ、きゅうり かん缶ズ、 �塩 こしょう �493kcai �426kcai 干　つ �　、卵 牛乳 �ん」ンヤ じかいも油 ���たんばく質 �たんばく質 

28 ��　　フ コーン入り野菜スープ �チーズ �豆乳 �や、I さつま芋 �み、レーン 人参、ホールコーン缶 �酢 水 �17.3g 脂質 �15.9g 脂質 

みかん �ルヴァン �スキムミルク �砂糖 �みかん、粉寒天 �コンソメ �17.7g �15.4g 

15 �木 �ごはん 鶏肉の照り焼き �牛乳 かやくゴまん �鶏もも肉(皮なし) 大正金時豆 �はいが指来 泊 �牛糞汁、ほうれん草 もやし �しょう油 酒 �479kcai たんばく質 �392kcaI たんばく貿 

29 ��煮豆 �　」 �花かつお　牛乳 �砂掘 起 �えのきだけ　人参 �みりん 塩 �220 �228 まうれん草のおひたし �100%リンコツユース �味噌 ��板こんにゃく ��.g 脂質 �・g 脂質 

味噌汁(麹"えのきだけ).りんご �ハーベスト �油あげ ��りんご �たし汁 �11.3g �11.4g 

16 �金 �ごはん �牛乳 �豚レバー �はいが稀米.砂糖 �生差汁.玉ねぎ �しょう油 �505kcai �412kcai 

レバーの焼き肉 ナムル �小松菜の蒸しやン �味噌 牛し �油,胡麻油 ○　〈l �にんにく.もやし 　‾し �みりん �たんば〈質 �たんばく賞 

味噌汁(じゃがいも・わかめ) ��学 卵 �じゃカしも 小麦粉 �きゆつ人人参 生わかめりんご �酢 だし汁 �21.1g 脂質 �20.6g 脂質 

りんご �ぽたぽた焼き �豆乳 �白胡麻 �小松菜.干プルーン �B・P �β 13.Og �目 13.Og 

※幼 �児は副食給食のため_主食分の葉巻伍が含まれていません。　※(参考)幼児の主食は胚芽搭米50色を自重畳としています_ 

アレルギー等に配慮し、使用食材を明記しています。各家庭で御確認ください。


