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2016年10月 献    　  立      　表 ひまわり保育園(一般)

エネルギー
たんぱく質

　脂質／塩分
 (  )は未満児

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 調味料

03 548.8(449.7)

月 17.9(15.2)

12.9(11.7)

2.2(1.7)

04 554.1(473.5)

火 22.3(19.3)

23.3(20.2)

2.2(1.8)

05 581.4(472.6)

水 21.6(17.8)

21.0(17.4)

1.7(1.3)

06 546.1(467.9)

木 20.4(17.9)

16.8(15.6)

1.8(1.5)

07 548.0(449.2)

金 18.6(15.7)

18.3(15.6)

2.1(1.6)

11 590.9(499.3)

火 23.4(20.1)

18.2(16.6)

3.4(2.6)

12 549.8(450.4)

水 20.0(16.7)

15.3(13.4)

1.8(1.4)

13 559.0(477.0)

木 22.6(19.5)

20.6(18.3)

2.7(2.1)

14 570.1(464.6)

金 22.1(18.2)

18.8(15.8)

2.6(2.0)

17 592.8(480.5)

月 20.7(17.2)

19.4(16.3)

2.1(1.6)

18 565.7(481.6)

火 26.6(22.3)

25.7(21.8)

2.5(2.0)

19 562.8(459.5)

水 24.6(19.9)

18.8(15.9)

2.7(2.0)

20 563.8(480.3)

木 20.8(18.2)

17.6(16.2)

2.1(1.7)

21 548.8(449.7)

金 26.0(20.9)

12.6(11.5)

2.7(2.0)

24 556.1(454.8)

月 24.6(19.9)

19.5(16.4)

3.2(2.4)

25 582.9(493.7)

火 25.3(21.4)

16.8(15.6)

2.9(2.2)

26 568.9(463.8)

水 21.7(17.9)

25.4(20.5)

2.1(1.6)

27 582.6(493.4)

木 22.2(19.3)

17.3(16.0)

2.5(1.9)

28 541.8(444.8)

金 20.8(17.2)

16.0(13.9)

2.0(1.6)

31 556.4(455.1)

月 22.2(18.2)

20.3(16.9)

2.0(1.6)

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

10時おやつ 3時おやつ 行事

カレーライス・手作り（きのこ）、わ
かめスープ（コーン）、ほうれん
草のナムル（人参）

○さつまいも、七分つき米、
じゃがいも、○砂糖、上新
粉、油、ごま、ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚肉(肩) たまねぎ、ほうれんそう、もやし、
にんじん、えのきたけ、しいた
け、コーン缶、生わかめ、トマト
ジュース缶、葉ねぎ、○かんて
ん、しょうが、にんにく

中華スープ、中濃ソース、食
塩、和風だしの素、みりん、
カレー粉

牛乳100、塩せ
んべい

牛乳130、さつま
芋のようかん

パン・ロールパン、豆乳スープ
（白菜・えのき）、ナゲット、トマト
のサラダ（とうもろこし）

ロールパン、○米、○もち
米、油、片栗粉、○ピーナッ
ツバター、○三温糖、○けし
の実、○油

○牛乳、豆乳、木綿豆腐、
鶏ひき肉、鶏もも肉、◎牛乳

はくさい、トマト、レタス、え
のきたけ、たまねぎ、きゅう
り、コーン缶、にんにく、しょ
うが

ケチャップ、酢、○しょうゆ、
コンソメ、食塩、こしょう

牛乳100、ビス
ケット

牛乳100、ウエ
ハース

牛乳130、エビ
トースト

牛乳130、五平
餅（落花生）

御飯、みそ汁（豚肉・キャベツ）、
ぶりの照り焼き、きゅうりとわかめ
の酢の物

七分つき米、○砂糖、○上
新粉、○片栗粉、○油、油、
砂糖、ごま

○牛乳、◎牛乳、ぶり、○豆
乳、米みそ（淡色辛みそ）、
豚肉(ばら)、○だいず（乾）

きゅうり、○かぼちゃ、キャベ
ツ、たまねぎ、○マーマレー
ド、ねぎ、にんじん、カットわ
かめ、しょうが、○かんてん

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、酢、酒、みりん、○食塩

牛乳100、野菜
チップ

牛乳130、かぼ
ちゃケーキ

○牛乳、◎牛乳、生揚げ、
豚肉(肩ロース)、米みそ（淡
色辛みそ）

はくさい、たまねぎ、○ブ
ルーベリージャム、ねぎ、に
んじん、ピーマン、えのきた
け、塩こんぶ、干ししいた
け、カットわかめ、にんにく、

かつお・昆布だし汁、酒、
しょうゆ、食塩

牛乳100、ボーロ

お誕生会

御飯、みそ汁（なす・たまねぎ）、
餃子、中華風和え物（もやし）

七分つき米、○食パン、ぎょ
うざの皮、○マヨネーズ、
油、砂糖、ごま油

○牛乳、豚ひき肉、米みそ
（淡色辛みそ）、○とろける
チーズ、油揚げ、○干しえ
び、◎牛乳

なす、もやし、こまつな、たま
ねぎ、ねぎ、にら、キャベ
ツ、にんじん

かつお・昆布だし汁、酢、
しょうゆ

牛乳130、クラッ
カーサンド（ジャ
ム）

ハム・ジャムサンド、コーンスー
プ（わかめ）、ミートボール、ミニト
マト

食パン、○米、マヨネーズ、
○砂糖、○ごま

○牛乳、豚ひき肉、ハム、○
米みそ（淡色辛みそ）、◎牛
乳

たまねぎ、ミニトマト、コーン
缶、きゅうり、にんじん、いち
ごジャム、カットわかめ、に
んにく

○みりん、食塩、コンソメ 牛乳100、塩せ
んべい

牛乳130、みそ
焼きおにぎり

御飯、すまし汁（じゃが芋・わか
め）、厚揚げのみそ炒め、白菜
の昆布和え

七分つき米、じゃがいも、ご
ま油、砂糖、片栗粉

牛乳130、プリ
ン、せんべい

御飯、みそスープ、あじの香り焼
き、ひじきと枝豆のサラダ

七分つき米、○上新粉、
油、○砂糖、○油、片栗粉、
○粉糖、砂糖

○牛乳、◎牛乳、あじ、米み
そ（甘みそ）

○りんご、だいこん、はくさ
い、にんじん、コーン缶、え
だまめ、○干しぶどう、ひじ
き、にんにく

しょうゆ、酢、みりん、和風だ
しの素、食塩、○食塩、○シ
ナモン

牛乳100、ビス
ケット

牛乳100、野菜
チップ

牛乳130、ツナ
チャーハン

予備日

牛乳130、りんご
ケーキ

わかめおにぎり、鶏肉の竜田揚
げ、マカロニサラダ（マヨネー
ズ）、凍り豆腐の煮物、かぼちゃ
の煮物、ミニトマト、ボイルブロッ
コリー

米、○砂糖、マヨネーズ、マ
カロニ・スパゲティー、片栗
粉、油、三温糖、オリーブ油

○牛乳、鶏もも肉、凍り豆
腐、ハム、◎牛乳

かぼちゃ、ミニトマト、ブロッ
コリー、きゅうり、キャベツ、
にんじん、焼きのり、しょうが

かつおだし汁、かつお・昆
布だし汁、みりん、しょうゆ、
しょうゆ（うすくち）、食塩

牛乳100、ウエ
ハース

○牛乳、◎牛乳、牛乳、○
豆乳、鶏もも肉、卵、○つぶ
しあん（砂糖添加）、ツナ水
煮缶、バター

トマト、キャベツ、たまねぎ、
きゅうり、にんじん、こまつ
な、マッシュルーム、さやえ
んどう

酢、しょうゆ、コンソメ、食
塩、○食塩

牛乳100、塩せ
んべい

秋の遠足

ミートスパゲティー、野菜スープ
（じゃが芋）、切り干し大根のサラ
ダ

マカロニ・スパゲティー、じゃ
がいも、○米、油、砂糖、ご
ま、○ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚ひき
肉、○卵、○ツナ油漬缶、
かにかまぼこ、粉チーズ

たまねぎ、にんじん、○たま
ねぎ、トマトピューレ、きゅう
り、○ねぎ、○にんじん、切
り干しだいこん、にんにく

ケチャップ、酢、ワイン
（赤）、食塩、○しょうゆ、コン
ソメ、○食塩

牛乳130、蒸し
パン（小豆）

パン・クロワッサン、豆腐スープ
（わかめ）、豚肉チーズロールフ
ライ、せん野菜（キャベツ）、ミニ
トマト

クロワッサン、○米、パン
粉、小麦粉

○牛乳、豚肉(もも)、絹ごし
豆腐、○卵、チーズ、卵、◎
牛乳

キャベツ、ミニトマト、○はく
さい、○だいこん、○にんじ
ん、ねぎ、カットわかめ

中華スープ、○かつお・昆
布だし汁、○めんつゆ・３倍
濃縮、食塩、こしょう、○食
塩

牛乳100、野菜
チップ

牛乳130、雑炊
（おやつ）

鶏肉と小松菜のクリーム丼、たま
ごスープ（キャベツ）、トマトの和
え物

米、○上新粉、小麦粉、○
油、油、砂糖

お芋ほり

御飯、みそ汁（生揚げ・大根）、
さばのりんごソースかけ、ほうれ
ん草のごま和え（人参）

七分つき米、○ゆでうどん、
油、片栗粉、ごま、砂糖

○牛乳、◎牛乳、さば、生
揚げ、○豚肉(もも)、米みそ
（淡色辛みそ）

ほうれんそう、だいこん、○
キャベツ、りんご、にんじん、
○たまねぎ、ねぎ、たまね
ぎ、○にんじん、カットわか
め、しょうが、○あおのり

かつお・昆布だし汁、○ウス
ターソース、しょうゆ、酢、酒

牛乳100、ボーロ 牛乳130、おや
つ焼きうどん

予備日

御飯、みそ汁（もやし・わかめ）、
肉豆腐、キャベツの胡麻ネーズ
和え

○さつまいも、七分つき米、
マヨネーズ、砂糖、ごま

○牛乳、焼き豆腐、豚肉(肩
ロース)、ちくわ、米みそ（淡
色辛みそ）、◎牛乳

キャベツ、もやし、たまね
ぎ、ねぎ、にんじん、えのき
たけ、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、みりん

牛乳100、ビス
ケット

御飯、五目みそ汁、鶏肉のマー
マレード焼き、春雨と炒り卵のサ
ラダ

七分つき米、じゃがいも、○
強力粉、○砂糖、はるさめ、
砂糖、片栗粉、○小麦粉、
油、ごま油

○牛乳、◎牛乳、鶏もも肉、
卵、ハム、米みそ（淡色辛み
そ）、○いわし（田作り）、油
揚げ

もやし、たまねぎ、だいこ
ん、きゅうり、マーマレード、
カットわかめ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、酢、○しょうゆ、食塩、○
食塩

牛乳100、ウエ
ハース

○牛乳、◎牛乳、卵、生揚
げ、鶏ひき肉、米みそ（淡色
辛みそ）、油揚げ、○バター

いんげん、だいこん、にんじ
ん、ほうれんそう、しいたけ、
しめじ、えのきたけ、カットわ
かめ

煮干だし汁、しょうゆ、食
塩、酒

牛乳100、塩せ
んべい

牛乳130、焼き
芋

焼き芋パー
ティー

牛乳130、おや
つ小魚（砂糖）、
せんべい

予備日

牛乳130、バ
ターラスク

パン・食パン、クラムチャウダー
（クリーム）、レバーの南蛮漬け、
ゆで野菜（キャベツ）、ミニトマト

食パン、○七分つき米、じゃ
がいも、片栗粉、小麦粉、砂
糖、ごま

○牛乳、牛乳、豚レバー、
ベーコン、○しらす干し、あ
さり水煮缶、バター、○かつ
お節、◎牛乳

キャベツ、たまねぎ、ミニトマ
ト、にんじん、クリームコーン
缶、ねぎ、パセリ

しょうゆ、酢、ワイン（白）、食
塩、コンソメ、○しょうゆ

牛乳100、野菜
チップ

牛乳130、おに
ぎり（じゃこおか
か）

きのこ御飯（鶏）、みそ汁（大根・
あげ）、擬製豆腐、いんげん胡
麻和え

七分つき米、○フランスパ
ン、砂糖、○砂糖、ごま、油

御飯、豚汁（じゃが芋）、さんまの
ごま焼き、ほうれん草ときのこの
サラダ

七分つき米、じゃがいも、ご
ま、片栗粉、マヨネーズ、ご
ま油、砂糖

○牛乳、◎牛乳、さんま、豚
肉(肩ロース)、米みそ（淡色
辛みそ）、ベーコン、油揚げ

ほうれんそう、たまねぎ、し
めじ、ごぼう、えのきたけ、板
こんにゃく、ねぎ、にんじん、
コーン缶

かつおだし汁、しょうゆ、みり
ん

牛乳100、ビス
ケット

御飯、みそ汁（キャベツ）、豆腐
の野菜そぼろかけ、焼きかぼ
ちゃ天（ごま）

七分つき米、○スパゲ
ティー、上新粉、砂糖、油、
片栗粉、ごま

○牛乳、木綿豆腐、豚ひき
肉、○ウインナー、米みそ
（淡色辛みそ）、油揚げ、◎
牛乳

キャベツ、こまつな、かぼ
ちゃ、にんじん、○たまね
ぎ、○ピーマン、カットわか
め、にんにく、しょうが

煮干だし汁、○ケチャップ、
しょうゆ、酒、食塩、○食塩

牛乳100、ボーロ

七分つき米、じゃがいも、○
フランスパン、○ピーナッツ
バター、はるさめ、ごま油、
片栗粉、砂糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉(も
も)、ちくわ

はくさい、きゅうり、ねぎ、に
んじん、たけのこ、しいた
け、カットわかめ、黒きくら
げ、焼きのり、しょうが、にん
にく

しょうゆ、酢、和風だしの
素、食塩、こしょう

牛乳100、ウエ
ハース

牛乳130、肉ま
ん

牛乳130、スパ
ゲテイー・おや
つ

ハロウィ－ン

牛乳130、ピー
ナツバターサン
ド

御飯、コーンクリームスープ、
ミートローフ(かぼちゃ）、ミモザ
サラダ

七分つき米、マヨネーズ、片
栗粉、上新粉、油

○牛乳、◎牛乳、木綿豆
腐、豚ひき肉、豆乳、卵、ハ
ム

たまねぎ、ブロッコリー、ク
リームコーン缶、コーン缶、
かぼちゃ、ひじき

ケチャップ、中濃ソース、食
塩、コンソメ、パセリ粉、ナツ
メグ

牛乳100、塩せ
んべい

牛乳130、お菓
子

御飯、じゃがいもとのりの中華
スープ、八宝菜、きゅうりの酢の
物（ちくわ）


