
日 曜

区分
エネルギー
(kcal)

脂　肪
(g)

鉄
(mg)

ビタミンＢ1
(mg)

ビタミンＢ2
(mg)

食塩相当量
(g)

535 18.7 2.6 0.39 0.41 3.0

560 18 2.8 0.35 0.4 1.6

※1　昼食及びおやつで食事摂取基準量の50%を給与する(昼食：1日全体の概ね1/3　おやつ：1日全体の10～20%)

※2　質(n-6系脂肪酸、n-3系脂肪酸)にも配慮する

三歳以上児 10月　給食献立表 社会福祉法人　シオンの会　　

昼食 おやつ 赤:血や肉になる 黄:熱や力となる 緑:調子をととのえる

たまねぎ・グリンピース・にんじ
ん・ゆでこまつな・れんこん・カッ
トわかめ３色野菜のしゃきしゃき和え ビスケット

わかめと豆腐のスープ
1 金

親子丼 牛乳 鶏卵・若鶏もも・木綿豆腐・
普通牛乳

精白米・三温糖・ごま油・強力
粉・無塩バター

だいこん・にんじん・ごぼう・長ね
ぎ・みかん缶詰

みかん せんべい

チーズ
2 土

けんちんうどん 麦茶 ぶたもも・木綿豆腐・油揚
げ・かつお節・プロセスチー
ズ

うどん・さといも・調合油・あ
られ

たまねぎ・トマトケチャップ・ブ
ロッコリー・トマト・乾ひじき・
カットわかめ・コーン缶詰粒チーズハンバーグ せんべい

ブロッコリーのサラダ

わかめとコーンのスープ

4 月

ごまご飯 牛乳 ぶたひき肉・鶏ひき肉・普通
牛乳・鶏卵・ロースハム

精白米・ごま・パン粉・薄力
粉・あられ

ホールトマト・にんじん・たまね
ぎ・冷凍ほうれんそう・白桃缶・み
かん缶詰・パインアップル缶詰・ぶ
どう缶詰・黄桃缶

オムレツ クッキー

チーズ

フルーツミックス

5 火

トマトスパゲティ 牛乳 ベーコン・鶏卵・プロセス
チーズ・普通牛乳

マカロニ・スパゲティ・薄力
粉・三温糖

たまねぎ・トマトケチャップ・きゅ
うり・トマト・だいずもやし

タンドリーフィッシュ ビスケット

コーンサラダ

油揚げともやしのみそ汁

6 水

ごはん 牛乳 すけとうだら・プレーンヨー
グルト・油揚げ・豆みそ・普
通牛乳

精白米・コーンミール・ごま
油・強力粉・三温糖・無塩バ
ター

マッシュルーム・たまねぎ・キャベ
ツ・トマト・きゅうり・ホールトマ
ト・にんじん・ほうれんそうマカロニグラタン コーンフレーク

ツナサラダ

トマトスープ

7 木

バターロール 牛乳 普通牛乳・鶏卵・若鶏もも・
チェダーチーズ・パルメザン
チーズ・まぐろ油漬缶詰(白)

強力粉・三温糖・無塩バター・
マカロニ・スパゲティ・薄力
粉・有塩バター・調合油・コー
ンフレーク

たまねぎ・だいずもやし・きゅう
り・切干しだいこん・えのきたけ

豆腐ナゲット チーズドッグ

中華サラダ

切干大根スープ

8 金

ごはん 牛乳 木綿豆腐・ぶたひき肉・鶏
卵・ロースハム・豆みそ・普
通牛乳・プロセスチーズ

精白米・三温糖・片栗粉・はる
さめ・ごま油・ホットケーキ
ミックス

たまねぎ・にんじん・ブロッコ
リー・マッシュルーム・コーン缶詰
粒・みかん缶詰みかん せんべい

チーズ
9 土

クリームパスタ 麦茶 鶏もも・普通牛乳・プロセス
チーズ

マカロニ・スパゲティ・あられ

にんじん・さやえんどう・ほうれん
そう・だいこんの葉

さんまの塩焼 ビスケット

ほうれん草のお浸し

大根のみそ汁

11 月

こぎつねずし 牛乳 ぶたひき肉・油揚げ・さん
ま・削り節・甘みそ・普通牛
乳

精白米・三温糖・いりごま・強
力粉・無塩バター

たまねぎ・にんじん・ほうれんそ
う・キャベツ・にら・にんにく・バ
ナナ・トマトケチャップ餃子 アメリカンドッグ

バナナ
12 火

カレー南蛮 牛乳 ぶたもも・ぶたひき肉・普通
牛乳・ウインナーソーセージ

ゆでうどん・ぎょうざの皮・ご
ま油・薄力粉

たまねぎ・トマトケチャップ・ゆで
ぶなしめじ・ゆでごぼう・長ねぎ・
カットわかめバーベキューチキン クッキー

秋のポテトサラダ

わかめと卵のすまし汁

13 水

ごはん 牛乳 鶏もも(皮なし)・鶏卵・豆み
そ・普通牛乳

精白米・三温糖・じゃがいも・
マヨネーズ・薄力粉・無塩バ
ター

たまねぎ・にんじん・ぶなしめじ・
コーン缶詰クリーム・きゅうり・セ
ロリー・レモン豚肉ときのこのシチュー せんべい

ハムのマリネ

乳酸菌飲料

14 木

食パン 牛乳 ぶたもも(赤肉)・普通牛乳・
ロースハム・乳酸菌飲料

食パン・じゃがいも・あられ

レモン果汁・ほうれんそう

鮭の胡麻みそ焼き バームクーヘン

さつま芋のレモン煮

麩と青菜のみそ汁

15 金

ごはん 牛乳 塩ざけ・豆みそ・かつお節・
甘みそ・普通牛乳・鶏卵

精白米・いりごま・三温糖・さ
つまいも・車ふ・薄力粉・無塩
バター

6.0

保育所(園)における
食事摂取基準(※1) 27 300 250 20 5

たんぱく質
(g)

カルシウム
(mg)

ビタミンＡ
(ﾚﾁﾉｰﾙ当量:
RE)(μg)

ビタミンＣ
(mg)

食物繊維
(g)

今月の平均
食事摂取量

24.0 260 245 29

炭水化物ｴﾈﾙｷﾞｰ比(%)
 55　　　　　%

たんぱく質ｴﾈﾙｷﾞｰ比(%)
 18　　　　　%

脂肪ｴﾈﾙｷﾞｰ比(%)※2
30%

目安：50%以上、65%未満 目安：13%以上、20%未満 目標：20%以上、30%未満
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10月　給食献立表 三歳以上児

昼食 おやつ 赤:血や肉になる 黄:熱や力となる 緑:調子をととのえる

だいこん・にんじん・ごぼう・長ね
ぎ・みかん缶詰

みかん せんべい

チーズ
16 土

けんちんうどん 麦茶 ぶたもも・木綿豆腐・油揚
げ・かつお節・プロセスチー
ズ

うどん・さといも・調合油・あ
られ

たまねぎ・トマトケチャップ・ブ
ロッコリー・トマト・乾ひじき・
カットわかめ・コーン缶詰粒チーズハンバーグ せんべい

ブロッコリーのサラダ

わかめとコーンのスープ

18 月

ごまご飯 牛乳 ぶたひき肉・鶏ひき肉・普通
牛乳・鶏卵・ロースハム

精白米・ごま・パン粉・薄力
粉・あられ

ホールトマト・にんじん・たまね
ぎ・冷凍ほうれんそう・白桃缶・み
かん缶詰・パインアップル缶詰・ぶ
どう缶詰・黄桃缶

オムレツ クッキー

チーズ

フルーツミックス

19 火

トマトスパゲティ 牛乳 ベーコン・鶏卵・プロセス
チーズ・普通牛乳

マカロニ・スパゲティ・薄力
粉・三温糖

たまねぎ・トマトケチャップ・きゅ
うり・トマト・だいずもやし・かき

タンドリーフィッシュ 柿

コーンサラダ

油揚げともやしのみそ汁

20 水

ごはん 牛乳 すけとうだら・プレーンヨー
グルト・油揚げ・豆みそ・普
通牛乳

精白米・コーンミール・ごま油

マッシュルーム・たまねぎ・キャベ
ツ・トマト・きゅうり・ホールトマ
ト・にんじん・ほうれんそうマカロニグラタン コーンフレーク

ツナサラダ

トマトスープ

21 木

バターロール 牛乳 普通牛乳・鶏卵・若鶏もも・
チェダーチーズ・パルメザン
チーズ・まぐろ油漬缶詰(白)

強力粉・三温糖・無塩バター・
マカロニ・スパゲティ・薄力
粉・有塩バター・調合油・コー
ンフレーク

たまねぎ・だいずもやし・きゅう
り・切干しだいこん・えのきたけ

豆腐ナゲット チーズドッグ

中華サラダ

切干大根スープ

22 金

ごはん 牛乳 木綿豆腐・ぶたひき肉・鶏
卵・ロースハム・豆みそ・普
通牛乳・プロセスチーズ

精白米・三温糖・片栗粉・はる
さめ・ごま油・ホットケーキ
ミックス

たまねぎ・にんじん・ブロッコ
リー・マッシュルーム・コーン缶詰
粒・みかん缶詰みかん せんべい

チーズ
23 土

クリームパスタ 麦茶 鶏もも・普通牛乳・プロセス
チーズ

マカロニ・スパゲティ・あられ

にんじん・さやえんどう・ほうれん
そう・だいこんの葉

さんまの塩焼 ビスケット

ほうれん草のお浸し

大根のみそ汁

25 月

こぎつねずし 牛乳 ぶたひき肉・油揚げ・さん
ま・削り節・甘みそ・普通牛
乳

精白米・三温糖・いりごま・強
力粉・無塩バター

たまねぎ・にんじん・ほうれんそ
う・キャベツ・にら・にんにく・バ
ナナ・トマトケチャップ餃子 アメリカンドッグ

バナナ
26 火

カレー南蛮 牛乳 ぶたもも・ぶたひき肉・普通
牛乳・ウインナーソーセージ

ゆでうどん・ぎょうざの皮・ご
ま油・薄力粉

28 木

食パン 牛乳 ぶたもも(赤肉)・普通牛乳・
ロースハム・乳酸菌飲料

食パン・じゃがいも・あられ

たまねぎ・トマトケチャップ・ゆで
ぶなしめじ・ゆでごぼう・長ねぎ・
カットわかめバーベキューチキン せんべい

秋のポテトサラダ

わかめと卵のすまし汁

27 水

ごはん 牛乳 鶏もも(皮なし)・鶏卵・豆み
そ・普通牛乳

精白米・三温糖・じゃがいも・
マヨネーズ・あられ

塩ざけ・豆みそ・かつお節・
甘みそ・普通牛乳・鶏卵

精白米・いりごま・三温糖・さ
つまいも・車ふ・薄力粉・無塩
バター

レモン果汁・ほうれんそう

たまねぎ・にんじん・ぶなしめじ・
コーン缶詰クリーム・きゅうり・セ
ロリー・レモン

豚肉ときのこのシチュー せんべい
ハムのマリネ
乳酸菌飲料

鮭の胡麻みそ焼き バームクーヘン
さつま芋のレモン煮
麩と青菜のみそ汁

29 金

ごはん 牛乳

だいこん・にんじん・ごぼう・長ね
ぎ・みかん缶詰みかん せんべい

チーズ
30 土

けんちんうどん 麦茶 ぶたもも・木綿豆腐・油揚
げ・かつお節・プロセスチー
ズ

うどん・さといも・調合油・あ
られ


