
10時のおやつ 10時のおやつ

（3歳未満時のみ） 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 3歳未満児 3歳以上児 （3歳未満時のみ） 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 3歳未満児 3歳以上児

チャーハン 精白米 鶏卵 長ねぎ エネルギー 548 Kcal 595 Kcal 野菜しょうゆラーメン 中華めん ぶたもも はくさい エネルギー 496 Kcal 558 Kcal

大根とハムのサラダ 調合油 焼き豚 グリーンピース マカロニ たんぱく質 22.2ｇ 23.5ｇ 揚げ餃子 調合油 まぐろ油漬缶詰 たまねぎ ツナ昆布 たんぱく質 18.8ｇ 20.3ｇ

豆腐とわかめのスープ ごま油 なると だいこん あべかわ 脂  質 19.9 ｇ 20.6 ｇ きゅうりのナムル ごま油 りょくとうもやし おにぎり 脂  質 12.1 ｇ 11.5 ｇ

ヨーグルト マヨネーズ ロースハム きゅうり ヨーグルトドリンク 三温糖 にんじん

いりごま 木綿豆腐 にんじん 牛乳 精白米 生しいたけ 麦茶

マカロニ きな粉 カットわかめ にら

三色丼 精白米 鶏ひき肉 ほうれんそう エネルギー 504 Kcal 581 Kcal 栗ご飯 精白米 めかじき しょうが エネルギー 529 Kcal 589 Kcal

れんこん金平 押麦 鶏卵 れんこん バナナケーキ たんぱく質 18.1ｇ 19.8ｇ かじきの甘辛しょうが焼き くり 大豆水煮缶詰 乾ひじき 揚げパン たんぱく質 20.8ｇ 22.7ｇ

ミニトマト 三温糖 油揚げ にんじん 脂  質 19.4 ｇ 20.5 ｇ 五目ひじき いりごま 焼き竹輪 にんじん 脂  質 15.8 ｇ 16.1 ｇ

まいたけと油揚げの味噌汁 いりごま 淡色辛みそ さやいんげん 牛乳 ミニトマト 薄力粉 木綿豆腐 さやいんげん 牛乳

調合油 ミニトマト 豆腐なめこの味噌汁 調合油 淡色辛みそ ミニトマト

薄力粉 まいたけ 果物 三温糖 なめこ

カレーライス 精白米 ぶたもも しょうが エネルギー 494 Kcal 550 Kcal さつま芋ご飯 精白米 めかじき しょうが エネルギー 523 Kcal 580 Kcal

ブロッコリーとたまごのサラダ 押麦 ロースハム にんにく 黒糖 たんぱく質 16.7ｇ 17.6ｇ かじきの甘辛しょうが焼き さつまいも 大豆水煮缶詰 乾ひじき 揚げパン たんぱく質 20.6 ｇ 22.4 ｇ

わかめとコーンのスープ じゃがいも 鶏卵 たまねぎ 蒸しパン 脂  質 16.1 ｇ 16.5 ｇ 五目ひじき いりごま 焼き竹輪 にんじん 脂  質 15.6 ｇ 15.9 ｇ

果物 調合油 にんじん ミニトマト 薄力粉 木綿豆腐 さやいんげん 牛乳

ブロッコリー 牛乳 豆腐となめこの味噌汁 調合油 淡色辛みそ ミニトマト

くだもの 果物 三温糖 なめこ

ご飯 精白米 さば しょうが エネルギー 494 Kcal 548 Kcal かぼちゃロールパン ロールパン ぶたひき肉 たまねぎ エネルギー 535 Kcal 595 Kcal

さばの味噌煮 三温糖 淡色辛みそ かぼちゃ カステラ たんぱく質 16.8ｇ 17.8ｇ ミートボール パン粉 牛ひき肉 トマトホール缶詰 五平餅 たんぱく質 20.3ｇ 22.0ｇ

かぼちゃの煮物 片栗粉 鶏卵 ブロッコリー 脂  質 12.5 ｇ 12.0 ｇ ブロッコリーの和風ドレッシングサラダ 三温糖 鶏卵 トマトケチャプ 脂  質 20.1 ｇ 21.4 ｇ

茹でブロッコリー カステラ 削り節 切りみつば 牛乳 ほうれんそうとベーコンのスープ 調合油 ベーコン にんにく 牛乳

かきたま汁 えのきたけ 果物 精白米 淡色辛みそ ブロッコリー

果物 くだもの いりごま 赤ピーマン

チキンドリア 精白米 若鶏むね たまねぎ エネルギー 520 Kcal 565 Kcal ご飯 精白米 ぎんざけ キャベツ エネルギー 507 Kcal 570 Kcal

キャベツとツナのサラダ 有塩バター プロセスチーズ にんじん 豆乳きなこ たんぱく質 18.1ｇ 19.0ｇ さけのちゃんちゃん焼き 有塩バター 甘みそ りょくとうもやし チーズラスク たんぱく質 19.9ｇ 21.7ｇ

かぶとしめじのスープ 調合油 パルメザンチーズ マッシュルーム プリン 脂  質 19.2 ｇ 20.1 ｇ マカロニサラダ 三温糖 ロースハム たまねぎ 脂  質 19.3 ｇ 20.6 ｇ

果物 薄力粉 まぐろ油漬缶詰(白) コーン缶詰粒 はんぺんとみつばのすまし汁 調合油 はんぺん にんじん 牛乳

パン粉 調整豆乳 キャベツ おせんべい マカロニ 削り節 生しいたけ

マヨネーズ ゼラチン くだもの マヨネーズ パルメザンチーズ きゅうり

ホットドック ロールパン ウインナーソーセージ トマトケチャプ エネルギー 514 Kcal 623 Kcal

小松菜とハムのチーズ和え ソフトマーガリン ロースハム キャベツ いなり寿司 たんぱく質 17.4ｇ 21.3ｇ

ミネストローネ 調合油 プロセスチーズ こまつな 脂  質 20.9 ｇ 26.8 ｇ

ミニゼリー 三温糖 ベーコン にんじん 麦茶

マカロニ 油揚げ たまねぎ カレーライス 精白米 ぶたもも しょうが エネルギー 698 Kcal 718 Kcal

じゃがいも トマトホール缶詰 ブロッコリーとたまごのサラダ 押麦 ロースハム にんにく ハロウィン たんぱく質 21.2 ｇ 18.9 ｇ

麦ごはん 精白米 たら あおのり エネルギー 605 Kcal 655 Kcal わかめとコーンのスープ じゃがいも 鶏卵 たまねぎ クッキー 脂  質 29.5 ｇ 28.2 ｇ

たらの香り揚げ 押麦 鶏卵 ほうれんそう 焼き芋 たんぱく質 24.7ｇ 25.9ｇ 果物 調合油 にんじん

ほうれん草の白和え 薄力粉 木綿豆腐 にんじん 脂  質 20.3 ｇ 19.7 ｇ 有塩バター ブロッコリー 牛乳

キャンディーチーズ 調合油 チーズ 長ねぎ 牛乳 三温糖 くだもの

里芋と油揚げの味噌汁 いりごま 油揚げ くだもの

果物 三温糖 淡色辛みそ

和風きのこスパゲティー スパゲティ ベーコン たまねぎ エネルギー 499 Kcal 556 Kcal

ポテトサラダ オリーブ油 切れてるチーズ にんじん シュガー たんぱく質 17.8ｇ 19.0ｇ

たまごとわかめのスープ 有塩バター ロースハム まいたけ トースト 脂  質 20.5 ｇ 22.0 ｇ

じゃがいも 鶏卵 えのきたけ

マヨネーズ 黄ピーマン 牛乳

食パン にんにく

マーボー豆腐丼 精白米 木綿豆腐 長ねぎ エネルギー 510 Kcal 570 Kcal

もやしとわかめのサラダ 押麦 ぶたひき肉 にら ブルーベリー たんぱく質 18.3 ｇ 19.6 ｇ

たまごとチンゲン菜のスープ 調合油 淡色辛みそ きゅうり マフィン 脂  質 18.7 ｇ 19.8 ｇ

果物 三温糖 ロースハム しょうが

片栗粉 鶏卵 りょくとうもやし 牛乳

ごま油 くだもの
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※材料の都合により、変更することがあります。
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10月の旬の食材

新米 さつまいも

きのこ類 巨峰 梨

秋刀魚 鮭 鯖 鰹

栗

旬とはそれぞれに一番おいしく、栄養価が高くなる時

期の事をいいます。最近ではどんな食材でも一年中食べ

られるようになりましたが、旬の時期に食べるからこそ

本来のおいしさが味わえて、四季の違いを楽しめるので

す。旬の食材は、季節外れのものと比較して大きさが倍

以上あるものもあり、経済的です。

朝食は一日の生活のスタートです。朝起きた時

の身体はエネルギー不足で、体温も低い状態です。

朝ご飯を食べることで体温が上がり、眠っていた

脳や体にスイッチが入ります。朝ご飯を食べない

とぼーっとしてケガにつながったり、イライラし

たり、元気に遊ぶことができません。また、1回

の量があまり多くtらべられない子ども達にとって、

朝食は大切な栄養源。お友達とたくさん活動でき

るように、朝ご飯をしっかりと食べてきましょう。 目標 今月 目標 今月

エネルギー 467kcal 532kcal 548kcal 592kcal
たんぱく質 17.5g 19.7g 20.5g 20.8g
脂質 14.5g 18.8g 17.0g 19.7g

乳児(1～2歳児) 幼児(3～5歳児)


