
令和2年　　10月分 ３歳未満児献立表 太陽の子池袋本町保育園

午 後

午 前
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 436 kcal
赤魚のもみじ焼き
切昆布の煮物
ひきにくとなすの味噌汁
りんご

食塩相当量 1.3 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 444 kcal
かじきまぐろのフライ
ひじきのサラダ
豆腐とたまごのスープ
グレープフルーツ

食塩相当量 1.1 ｇ
チーズライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 440 kcal
ポークビーンズ
ツナサラダ
バナナ

食塩相当量 1.1 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 432 kcal
ポークチャップ
粉ふき芋
豆乳スープ
オレンジ

食塩相当量 1.1 ｇ
【郷土料理　愛知県】 ｴﾈﾙｷﾞｰ 431 kcal
ご飯
手羽先風から揚げ
小松菜の磯和え
里芋の味噌汁
梨 食塩相当量 1.5 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 433 kcal
鰆の味噌焼き
きんぴらごぼう
かぼちゃの味噌汁
バナナ

食塩相当量 1.4 ｇ
鮭ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 448 kcal
かぶのそぼろ煮
納豆汁
りんご

食塩相当量 1.4 ｇ
ケチャップライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 441 kcal
さつま芋のシチュー
ほうれん草とツナのサラダ
グレープフルーツ

食塩相当量 1.0 ｇ
ホットドック ｴﾈﾙｷﾞｰ 442 kcal
ポトフ
バナナ

食塩相当量 1.5 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 435 kcal
ひき肉とひじきのカレー
野菜ソテー
ヨーグルト

食塩相当量 0.9 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 434 kcal
鶏肉の照り焼き
切干大根のサラダ
ミルク仕立ての味噌汁
柿

食塩相当量 1.4 ｇ
【食育絵本の日】 ｴﾈﾙｷﾞｰ 450 kcal
おかかおにぎり
ウインナー，ミートボール
茹でブロッコリー
花型にんじん
コンソメスープ,りんご 食塩相当量 0.9 ｇ
【世界の料理　シンガポール】 ｴﾈﾙｷﾞｰ 440 kcal
シンガポールチキンライス
パイナップルサラダ
ラクサ
柿

食塩相当量 1.1 ｇ
【誕生会メニュー】 ｴﾈﾙｷﾞｰ 447 kcal
カレーピラフ
チキンナゲット
茹でブロッコリー
コンソメスープ
りんご 食塩相当量 1.1 ｇ
【ハロウィンメニュー】 ｴﾈﾙｷﾞｰ 437 kcal
ハロウィンハヤシライス
わかめサラダ
いちごヨーグルト

食塩相当量 1.2 ｇ
ジャージャー麺 ｴﾈﾙｷﾞｰ 428 kcal
高野豆腐とかぼちゃの煮物
わかめスープ
バナナ

食塩相当量 1.1 ｇ
439 kcal タンパク質 16.9 g

13.2 g 食塩相当量 1.2 g
カルシウム 264 mg 鉄 2.1 mg

たんぱく質 14.1 ｇ
／

脂　質 15.5 ｇ
金

30
カルテツスティック／
水稲穀粒(精白米)／上
白糖／プレミックス粉
／有塩バター

牛乳／焼きのり／豚肩
ﾛｰｽ／わかめ／ヨーグ
ルト／鉄カルチーズ／
たまご

玉葱／にんじん／りょ
くとうもやし／西洋か
ぼちゃ

かぼちゃのカップケーキ
牛乳

カル鉄スティック
牛乳

たんぱく質 16.4 ｇ
／

脂　質 14.8 ｇ
木

22
カルテツスティック／
水稲穀粒(精白米)／有
塩バター／かたくり粉
／なたね油／マヨドレ
／上白糖／薄力粉

牛乳／まぐろ缶詰(水
煮)／鶏ひき肉／木綿
豆腐／たまご／ｸﾘ-ﾑ
(植物性脂肪)／飲む
ヨーグルトFe

玉葱／にんじん／グリ
ンピース(冷凍)／ブ
ロッコリー／キャベツ
／りんご／温州蜜柑缶
詰(果肉)

お誕生日ケーキ
飲むヨーグルト

カル鉄スティック
牛乳

たんぱく質 19.0 ｇ
／

脂　質 13.3 ｇ
火

20
ソフトサラダ／水稲穀
粒(精白米)／なたね油
／ごま油／上白糖／蒸
し中華めん

牛乳／鶏胸肉／大豆
(水煮）／ベーコン／
低脂肪乳Ca＋Fe／豚肩
ﾛｰｽ

ねぎ／キャベツ／きゅ
うり／パインアップル
(缶詰)／玉葱／りょく
とうもやし／レモン
(果汁､生)

ホッケンミー
牛乳

ソフトサラダせんべい
牛乳

たんぱく質 12.7 ｇ
28

脂　質 15.1 ｇ
水

14
上白糖／水稲穀粒(精
白米)／パン粉／マヨ
ドレ／薄力粉／有塩バ
ター

牛乳／かつお節／焼き
のり／ウイニー／鶏ひ
き肉／たまご

プルーン(乾)／ブロッ
コリー／にんじん／
キャベツ／玉葱／りん
ご

型抜きクッキー
牛乳

プルーン
牛乳

たんぱく質 19.1 ｇ
27

脂　質 10.5 ｇ
火

13
ソフトサラダ／水稲穀
粒(精白米)／上白糖／
じゃがいも／スパゲッ
ティ

牛乳／鶏モモ肉／ロー
スハム／低脂肪乳Ca＋
Fe／米みそ／豚ひき肉

切干しだいこん／きゅ
うり／にんじん／ねぎ
／玉葱／柿

ミートスパゲティ
牛乳

ソフトサラダせんべい
牛乳

たんぱく質 15.2 ｇ
26 牛乳

脂　質 12.8 ｇ
月

12
マリー／水稲穀粒(精
白米)／なたね油／上
白糖／白ごま

牛乳／鶏ひき肉／ヨー
グルト／カットわかめ
／しらす干し／ピピピ
鉄カルチーズ

玉葱／さやいんげん／
にんじん／とうもろこ
し(ｶｰﾈﾙ冷凍）

わかめおにぎり
チーズ

ビスケット
牛乳

たんぱく質 18.7 ｇ
24

脂　質 15.1 ｇ
土

10
ロールパン／じゃがい
も／水稲穀粒(精白米)

ピピピ鉄カルチーズ／
牛乳／ウイニー／鶏胸
肉／塩昆布

キャベツ／にんじん／
玉葱／バナナ

塩昆布おにぎり
ミロ

チーズ
牛乳

たんぱく質 15.4 ｇ
23

脂　質 10.7 ｇ
金

9
水稲穀粒(精白米)／さ
つまいも／有塩バター
／薄力粉／マヨドレ／
マカロニ／上白糖

牛乳／鶏胸肉／脱脂粉
乳／まぐろ缶詰(水煮)
／きな粉(大豆）

バナナ／玉葱／にんじ
ん／ほうれんそう／ｸﾞ
ﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ

マカロニのきなこ和え
牛乳

バナナ
牛乳

たんぱく質 18.4 ｇ
29

脂　質 13.9 ｇ
木

8
カルテツスティック／
水稲穀粒(精白米)／白
ごま／上白糖／かたく
り粉／プレミックス粉
／なたね油／マヨドレ

牛乳／しろさけ／豚ひき
肉／挽きわり納豆／米み
そ／絹ごし豆腐／まぐろ
缶詰(油漬)／しらす干し
／脱脂粉乳／あおのり

かぶ／にんじん／グリ
ンピース(冷凍)／ねぎ
／ぶなしめじ／りんご
／キャベツ

お好み焼きパン
ミロ

カル鉄スティック
牛乳

たんぱく質 20.4 ｇ
21

脂　質 13.2 ｇ
水

7
上白糖／水稲穀粒(精
白米)／ごま油／パン
粉

牛乳／さわら／ヨーグ
ルト／米みそ／鶏ひき
肉／木綿豆腐／鉄カル
チーズ／しらす干し

プルーン(乾)／ごぼう
／にんじん／西洋かぼ
ちゃ／玉葱／バナナ

豆腐団子のじゃこ焼き
牛乳

プルーン
牛乳

たんぱく質 16.7 ｇ
／

脂　質 12.3 ｇ
火

6
ソフトサラダ／水稲穀
粒(精白米)／薄力粉／
なたね油／上白糖／白
ごま／さといも／食パ
ン／有塩バター

牛乳／鶏モモ肉／かつ
お節／焼きのり／油揚
げ／米みそ／ゆで小豆
缶詰

こまつな／りょくとう
もやし／にんじん／ね
ぎ／梨

小倉トースト
牛乳

ソフトサラダせんべい
牛乳

たんぱく質 15.5 ｇ
19

脂　質 13.9 ｇ
月

5
マリー／水稲穀粒(精
白米)／なたね油／有
塩バター／じゃがいも
／プレミックス粉／上
白糖／黒ごま

牛乳／豚肩ﾛｰｽ／あお
のり／調製豆乳

玉葱／青ピーマン／
キャベツ／にんじん／
オレンジ

まっくろケーキ
牛乳

ビスケット
牛乳

たんぱく質 16.2 ｇ
17

脂　質 13.2 ｇ
土

3
カルテツスティック／
水稲穀粒(精白米)／上
白糖／プレミックス粉
／有塩バター

牛乳／鉄カルチーズ／
豚肩ﾛｰｽ／大豆水煮／
まぐろ缶詰(水煮)／き
な粉(大豆）

にんじん／えだまめ／
とうもろこし(ｶｰﾈﾙ冷
凍）／トマト缶詰／玉
葱／キャベツ／バナナ

きなこ蒸しパン
牛乳

カル鉄スティック
牛乳

たんぱく質 17.3 ｇ
16

脂　質 14.9 ｇ
金

2
カルテツスティック／
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／パン粉／なたね
油／上白糖／ごま油

牛乳／めかじき／干ひ
じき／たまご／木綿豆
腐／アガー

きゅうり／にんじん／
ほうれんそう／ｸﾞﾚｰﾌﾟ
ﾌﾙｰﾂ／とうもろこし缶
詰(ｸﾘｰﾑ)／とうもろこ
し(ｶｰﾈﾙ冷凍）

とうもろこしのパンナコッタ
ミロ

カル鉄スティック
牛乳

たんぱく質 17.4 ｇ
15

脂　質 10.3 ｇ
木

1
ハイハイン野菜／水稲
穀粒(精白米)／マヨド
レ／上白糖

飲むヨーグルトFe／し
ろさけ／刻み昆布／大
豆(水煮）／鶏ひき肉
／米みそ／鉄カルチー
ズ／牛乳

にんじん／とうもろこ
し(ｶｰﾈﾙ冷凍）／なす
／ねぎ／りんご／ゆか
り粉

チーズゆかりおにぎり
牛乳

ハイハイン野菜
飲むヨーグルトＦｅ

日
／
曜

献  立  名
材　  　料　　  名

お や つ 栄  養  価
熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

月 平 均 栄 養 価

玉葱／ねぎ／にんじん
／きゅうり／西洋かぼ
ちゃ(冷凍)／バナナ

ツナサンド
牛乳 たんぱく質 17.3 ｇ

／
脂　質 13.8 ｇ

土 カル鉄スティック
牛乳

エネルギー
脂　　　質

31
カルテツスティック／
塩分ゼロうどん／ごま
油／上白糖／かたくり
粉／食パン／マヨドレ

牛乳／豚ひき肉／米み
そ／凍り豆腐／カット
わかめ／まぐろ缶詰
(水煮)


