献

2018年09月
日付

献立

01
土

おにぎり、コロッケ、マカロニサ
ラダ、フルーツ

03
月

ご飯、八宝菜、キャベツの味噌
マヨサラダ、バナナ

04
火

ご飯、栄養きんぴら、小松菜と
もやしの和え物、ミニトマト

05
水

ご飯、鮭のマヨネーズ焼き、な
すのごまだれ、みそ汁(豆腐・た
まねぎ・こねぎ)

06
木

ご飯、炒り卵、もやしのおかか
和え、梨

07
金

食パン、秋色シチュー、きゅうり
とツナのサラダ、ぶどう

08
土

おにぎり、から揚げ、ポテトサラ
ダ、フルーツ

10
月

ご飯、吉野煮、きゅうり漬け、オ
レンジ

11
火

ご飯、鯖のトマトソース煮、ごま
塩キャベツ、コンソメスープ（ﾓﾔ
ｼ・ｴﾉｷ・人参）

12
水

ご飯、から揚げ、スパゲティー
サラダ、ビタミンAスープ

13
木
鏑泉苑
敬老会
14
金
サッカー

ご飯、レンコンハンバーグ、ブ
ロッコリーのごま和え、みそ汁
(大根・麩・なす)

15
土

おにぎり、コロッケ、マカロニサ
ラダ、フルーツ

18
火

ご飯、豆腐の中華風煮、若布し
らす和え、オレンジ

19
水

麦ご飯、きのこカレー、きゅうり
とセロリのサラダ、グレープフ
ルーツ

20
木
誕生会

秋色ごはん、鶏の照り焼き、ブ
ロッコリー昆布和え、みそ汁（玉
ねぎ・なめこ・わかめ）

21
金
十五夜

ご飯、大豆の磯煮、もやしのツ
ナ和え、巨峰

22
土

おにぎり、から揚げ、ポテトサラ
ダ、フルーツ

25
火

ご飯、生揚げのそぼろ煮、切干
大根のサラダ、グレープフルー
ツ

26
水
避難訓練

うどん、大豆サラダ、巨峰

焼きそばあんかけ風、三色和
え、バナナ

27
木

ご飯、かぼちゃの中華風煮、ほ
うれん草のきのこ和え、巨峰

28
金
坐禅

ご飯、かじきの磯辺揚げ、コー
ルスローサラダ、コンソメスープ
（ﾓﾔｼ・ｺｰﾝ・人参）

29
土

おにぎり、コロッケ、マカロニサ
ラダ、フルーツ

エネルギー
たんぱく質
脂質／塩分
( )は未満児
569.4(445.2)
16.5(12.6)
17.8(13.5)
1.1(0.9)
657.5(541.4)
22.8(17.8)
23.6(18.2)
2.3(1.8)
551.5(477.9)
17.8(16.6)
15.1(14.7)
1.5(1.5)
674.1(555.4)
27.8(22.6)
21.9(17.6)
2.9(2.3)
632.9(497.4)
27.5(21.6)
18.6(14.2)
1.4(1.1)
680.2(584.1)
25.5(20.6)
20.9(17.0)
2.8(2.2)
622.6(487.7)
22.8(17.6)
22.4(17.2)
1.5(1.2)
537.2(451.4)
17.6(13.7)
12.9(9.4)
2.0(1.7)
629.0(516.6)
19.8(15.5)
21.9(16.8)
1.9(1.5)
656.2(555.6)
19.9(16.6)
22.2(17.8)
2.4(2.1)
554.2(484.7)
23.0(19.9)
11.7(9.5)
2.8(2.3)
658.7(533.6)
23.5(19.2)
22.6(20.8)
3.4(2.8)
569.4(445.2)
16.5(12.6)
17.8(13.5)
1.1(0.9)
656.8(538.0)
25.8(20.3)
23.3(19.0)
2.5(2.0)
635.0(537.2)
19.0(15.4)
20.8(16.7)
3.1(2.5)
617.4(509.3)
29.0(22.9)
16.1(13.6)
3.4(2.7)
728.5(647.6)
19.4(17.0)
14.2(13.3)
2.5(2.2)
622.6(487.7)
22.8(17.6)
22.4(17.2)
1.5(1.2)
605.7(494.5)
22.5(17.6)
18.8(14.3)
1.6(1.2)
562.1(456.5)
16.6(13.1)
17.7(13.4)
2.0(1.6)
615.1(526.5)
20.0(16.0)
16.7(14.2)
1.6(1.3)
516.4(417.0)
22.0(16.8)
17.2(12.6)
2.8(2.1)
569.4(445.2)
16.5(12.6)
17.8(13.5)
1.1(0.9)

材
熱と力になるもの

立
料

表

名

血や肉や骨になるもの

米、油、マヨネーズ、マカロ ○牛乳、しろさけ(焼)
ニ

杜こども園たかせ
(◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

10時おやつ 3時おやつ
体の調子を整えるもの

調味料

グレープフルーツ、きゅうり、コー 中濃ソース、食塩
ン缶、焼きのり

醤油せんべい、
牛乳

米、○ホットケーキ粉、○ ○牛乳、いか、豚肉(肩)、 バナナ、たまねぎ、もやし、チン
油、油、片栗粉、砂糖、マヨ ○卵、うずら卵水煮缶、ちく ゲンサイ、キャベツ、きゅうり、
ネーズ
わ、みそ
ピーマン、にんじん、生わかめ、
しいたけ、◎みかん缶

しょうゆ、食塩、こしょう

みかん缶、麦茶 黒糖ドーナツ、
牛乳

米、さつまいも、板こんにゃ ○ヨーグルト(無糖)、豚肉
く、油、すりごま、砂糖、ご (もも)、ちくわ、油揚げ、◎
ま、○砂糖、ごま油
チーズ

ミニトマト、○バナナ、こまつな、
○みかん缶、○パイン缶、もや
し、ごぼう、にんじん

しょうゆ、みりん

型チーズ、麦茶 フルーツヨーグ
ルト

米、○かにぱん、マヨネー
ズ、ごま油、すりごま、ご
ま、砂糖

さけ（塩）、木綿豆腐、み
そ、かつお節

なす、たまねぎ、コーン缶、万能
ねぎ、◎グレープフルーツ

かつおだし汁、しょうゆ、パ グレープフルー かにぱん、スキ
セリ粉
ツ、麦茶
ムミルクココア

米、○ホットケーキ粉、砂
糖、油

○牛乳、卵、鶏ひき肉、え もやし、なし、たまねぎ、にんじ
び、○ゆであずき缶、脱脂 ん、いんげん、干ししいたけ、◎
粉乳、○バター、かつお節 きゅうり

しょうゆ、◎食塩

きゅうりスティッ 抹茶蒸しパン、
ク、麦茶
牛乳

○米、食パン、じゃがいも、 豚肉(もも)、ツナ油漬缶
マヨネーズ、油

ぶどう、きゅうり、たまねぎ、にん ○たまごふりかけ
じん、マッシュルーム缶、しめじ、
エリンギ、コーン缶、グリンピー
ス、○焼きのり

米、じゃがいも、片栗粉、
油、マヨネーズ

グレープフルーツ、きゅうり、にん しょうゆ、おろししょうが、食
じん、焼きのり
塩、こしょう

醤油せんべい、
牛乳

オレンジ、きゅうり、にんじん、さ
やえんどう、干ししいたけ

ごまトースト、牛
乳

○牛乳、鶏もも肉（皮付
き）、しろさけ(焼)

じゃがいも、米、板こんにゃ ○牛乳、豚肉(肩)、○バ
く、○食パン、○グラニュー ター
糖、砂糖、片栗粉、○ご
ま、ごま油

ボーロ、麦茶

しょうゆ、おろししょうが、食 カルシウムせ
塩
ん、麦茶

おにぎり、麦茶

○さつまいも（皮付）、米、
油、小麦粉、砂糖、ごま
油、黒ごま、ごま

○牛乳、さば、バター、みそ キャベツ、ホールトマト缶詰、もや ケチャップ、おろししょうが、 バナナ、麦茶
し、えのきたけ、コーン缶、にんじ 食塩、パセリ粉、おろしに
ん、レモン果汁、◎バナナ
んにく、こしょう

ふかし芋（さつ
ま）、牛乳

米、○ホットケーキ粉、片
栗粉、サラダ用スパゲ
ティ、油、◎青のりせんべ
い

鶏もも肉（皮付き）、○調製 トマト、かぼちゃ、レタス、にんじ しょうゆ、おろししょうが、
豆乳、卵、ハム
ん、たまねぎ、きゅうり、○オレン 酢、食塩、こしょう、パセリ
ジ濃縮果汁、コーン缶
粉

オレンジ豆乳蒸
しパン、麦茶

米、パン粉、砂糖、すりご
ま、焼ふ、◎塩せんべい

豚ひき肉、みそ、卵

○なし、れんこん、ブロッコリー、 かつおだし汁、ケチャップ、 塩せんべい、麦 梨、醤油せんべ
だいこん、たまねぎ、なす、にんじ みりん、酢、おろしにんに 茶
い、ジョア
ん
く、おろししょうが、食塩、こ
しょう

ゆでうどん、マヨネーズ、◎ ○牛乳、大豆水煮缶、豚肉 ぶどう、きゅうり、にんじん、だい
ビスコ
(ばら)、かまぼこ、ハム、油 こん、ねぎ、しいたけ
揚げ
米、油、マヨネーズ、マカロ ○牛乳、しろさけ(焼)
ニ

米、○ロールパン、砂糖、
○マヨネーズ、片栗粉、ご
ま油

かつおだし汁、しょうゆ、み ビスコ、麦茶
りん、○しょうゆ、○酒、○
食塩

グレープフルーツ、きゅうり、コー 中濃ソース、食塩
ン缶、焼きのり

○牛乳、木綿豆腐、○卵、 オレンジ、ねぎ、きゅうり、にんじ
鶏ひき肉、しらす干し
ん、たけのこ、生わかめ、干しし
いたけ、しょうが

米、じゃがいも、押麦、油、 ○牛乳、鶏もも肉（皮付
ごま油
き）、ツナ油漬缶

青のりせんべ
い、麦茶

しょうゆ、酢、○パセリ粉

グレープフルーツ、たまねぎ、きゅう カレールウ、ウスターソー
り、にんじん、マッシュルーム缶、しめ ス、酢、しょうゆ、ケチャッ
じ、エリンギ、セロリ、グリンピース、 プ、おろしにんにく
かぼちゃ、◎パイン缶

醤油せんべい、
牛乳

ハッピーター
ン、麦茶

玉子サンドパ
ン、牛乳

パイナップル、
麦茶

フルーチェ

米、○ホットケーキ粉、さつ ○牛乳、鶏もも肉、○ヨー ブロッコリー、たまねぎ、にんじ
かつおだし汁、しょうゆ、み きなこせんべ
まいも（皮付）、小麦粉、砂 グルト(無糖)、鶏ひき肉、○ ん、ごぼう、なめこ、塩こんぶ、生 りん、食塩、こしょう
い、麦茶
糖、しらたき、○メープルシ 卵、みそ、油揚げ
わかめ
ロップ、ごま油
米、○上新粉、○白玉粉、 鶏ひき肉、大豆水煮缶、ツ もやし、ぶどう、にんじん、ごぼ
片栗粉、板こんにゃく、○ ナ油漬缶、油揚げ、ちくわ う、ひじき、グリンピース
砂糖、油、砂糖、すりごま、
○片栗粉、ごま油、
米、じゃがいも、片栗粉、
油、マヨネーズ

○牛乳、鶏もも肉（皮付
き）、しろさけ(焼)

バームクーヘ
ン、牛乳

ヨーグルトホット
ケーキ、牛乳

しょうゆ、○しょうゆ、みりん ごませんべい、 月見だんご、麦
麦茶
茶

グレープフルーツ、きゅうり、にん しょうゆ、おろししょうが、食
じん、焼きのり
塩、こしょう

○さつまいも、米、砂糖、○ ○牛乳、生揚げ、豚ひき肉 グレープフルーツ、キャベツ、も しょうゆ、酢
砂糖、片栗粉、ごま油
やし、ピーマン、にんじん、きゅう
り、切り干しだいこん、◎みかん
缶

醤油せんべい、
牛乳

みかん缶、麦茶 スイートモンブ
ラン、牛乳

焼きそばめん、○コーンフ ○牛乳、豚肉(ばら)
レーク、ごま、ごま油、片栗
粉、油

バナナ、はくさい、たまねぎ、もや しょうゆ、食塩、◎食塩、こ きゅうりスティッ コーンフレー
し、○プルーン（乾）、にんじん、 しょう
ク、麦茶
ク、プルーン、
にら、ピーマン、たけのこ、赤ピー
牛乳
マン、黄ピーマン、◎きゅうり

米、○小麦粉、○砂糖、砂 ○牛乳、鶏ひき肉、○卵、
糖、片栗粉、ごま、ごま油 ○バター

かぼちゃ、ぶどう、ほうれんそう、 しょうゆ、酢
ピーマン、えのきたけ、にんじん、
○コーン缶、干ししいたけ

米、○ロールパン、フレンチ ○牛乳、かじき、○とろける キャベツ、もやし、きゅうり、にん
ドレッシング、片栗粉、砂糖 チーズ、○ソーセージ(セミ じん、○たまねぎ、コーン缶、ね
ドライ)
ぎ、あおのり、◎バナナ
米、油、マヨネーズ、マカロ ○牛乳、しろさけ(焼)
ニ

ビスケット、麦
茶

しょうゆ、○ケチャップ、
バナナ、麦茶
酢、みりん、酒、おろししょ
うが、○パセリ粉、食塩、こ
しょう

グレープフルーツ、きゅうり、コー 中濃ソース、食塩
ン缶、焼きのり

都合により献立が変更になる場合があります

☆アレルギー除去食希望の方はチェックを入れてください。事故防止のためチェックのある食品は除去します。量の加減は致しません。
卵/牛乳/マヨネーズ/バター/ヨーグルト/生クリーム/スキムミルク/チーズ/小麦粉（うどん等）/そば/エビ/かに/イカ/落花生/オレンジ/キウイ/バナナ
もも/りんご/くるみ/鮭/鯖/大豆/鶏肉/豚肉/やまいも/ゼラチン/カレールー/シチュールー/ハヤシルー/フレンチドレッシング/その他(
)
☆アレルギー除去食を希望される方は、必ず医師の診断を受けてからこども園にご相談ください。

コーン蒸しパ
ン、牛乳

ピザパン、牛乳

醤油せんべい、
牛乳

