
平成27年9月  献　立　表
大戸報徳保育園

あか 黄 みどり

昼食 PMおやつ AMおやつ
体をつくる

血や肉になる
力や体温のもとになる 体の調子を整える

1 火
焼肉　ナムル　すまし汁　グレー
プフルーツ　ご飯

せんべい　牛乳 バナナ ぶた大型種．ロース（脂身つき，
生）　絹ごし豆腐　かつお節　普通
牛乳

ごま（乾）　ごま油　なたね油　ごま
（いり）　水稲穀粒（精白米）　米菓
（塩せんべい）

バナナ（生）　ほうれんそう（葉、
生）　にんじん（根、皮つき，生）
大豆もやし（生）　スイートコーン缶
詰（ホ ルカ ネルスタイル）　に

ｴﾈﾙｷﾞ-：498kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.9g
脂質：21.9g

食塩相当量：
1.9g プール表彰

式

2 水
きのこカレー　小女子　牛乳　バ
ナナ　ご飯

おやつパン　野菜
生活

スポロン　せんべ
い

成鶏．むね（皮つき、生）　いかな
ご（生）　普通牛乳

ボーロ（衛生ボーロ）　じゃがいも
（塊茎、生）　黒砂糖　水稲穀粒
（精白米）　チョココロネ

マッシュルーム（水煮缶詰）　ぶな
しめじ（生）　たまねぎ（りん茎、生）
にんじん（根、皮つき，生）　バナ
ナ（生）

ｴﾈﾙｷﾞ-：559kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.1g
脂質：18g

食塩相当量：
1.7g 金魚すくい

3 木
五目昆布　さつま芋キッシュ　若
布汁　オレンジ　ご飯

おにぎり　ジョア プリン ぶた大型種．ロース（脂身つき，
生）　さつま揚げ　ベーコン（ベーコ
ン）　鶏卵．全卵（生）　木綿豆腐
米みそ（甘みそ）　かつお節

車糖（三温糖）　さつまいも（塊根、
生）　水稲穀粒（精白米）

ごぼう（根、生）　にんじん（根、皮
つき，生）　まこんぶ（素干し）　ほ
うれんそう（葉、生）　たまねぎ（り
ん茎 生）　乾燥わかめ（素干し）

ｴﾈﾙｷﾞ-：610kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：22.2g
脂質：11.2g

食塩相当量：
3.5g

4 金
天ぷら　塩昆布漬け　きつねうど
ん　バナナ

スポロン　せんべ
い

ビスコ　ほうじ茶 焼き竹輪　油揚げ　削り節 ビスケット（ソフト）　プレミックス粉
（てんぷら用）　さつまいも（塊根、
生）　なたね油　干しうどん（乾）
黒砂糖　米菓（塩せんべい）

キャベツ（結球葉、生）　きゅうり
（果実、生）　にんじん（根、皮つ
き，生）　塩昆布　たまねぎ（りん
茎 生）　生しいたけ（生）　根深ね

ｴﾈﾙｷﾞ-：447kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：9.8g
脂質：8.9g

食塩相当量：
4.1g 流文焼

5 土
ソフトフランスピーナツパン
ジャーマンポテト　牛乳　ぶどう

ももゼリー　せん
べい

麩菓子　ほうじ茶 ベーコン（ベーコン）　普通牛乳 芋かりんとう　コッペパン　らっか
せい（ピーナッツバター）　じゃがい
も（塊茎、生）　なたね油　ビスケッ
ト（ソフト）

ぶなしめじ（生）　スイートコーン缶
詰（クリームスタイル）　たまねぎ
（りん茎、生）　ぶどう（生）

ｴﾈﾙｷﾞ-：534kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.3g
脂質：19g

食塩相当量：
1.3g

6 日

7 月
焼き魚　マセドアンサラダ　えの
き汁　梨

手作りヨーグルト
昆布

リンゴジュース
せんべい

べにざけ（生）　ハム（ロース）　豆みそ　削り
節　脱脂粉乳

米菓（塩せんべい）　さつまいも（塊根、生）
マヨネーズ（全卵型）　ざらめ糖（グラニュー
糖）

きゅうり（果実、生）　にんじん（根、皮つき，
生）　スイートコーン缶詰（ホールカーネルスタ
イル）　えのきたけ（生）　たまねぎ（りん茎、
生）　乾燥わかめ（素干し）　日本なし（生）　刻
み昆布

ｴﾈﾙｷﾞ-：332kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.3g
脂質：7.6g

食塩相当量：
2.4g

8 火
鶏のから揚げ　ボイル野菜　若
布汁　ゴールデンキウイ

せんべい　ヤクル
ト

バナナ 若鶏．もも（皮つき，生）　木綿豆腐　米みそ
（甘みそ）　かつお節

サフラワー油　薄力粉（１等）　でん粉（じゃが
いもでん粉）　米菓（塩せんべい）

バナナ（生）　しょうが（根茎、生）　にんにく（り
ん茎、生）　キャベツ（結球葉、生）　にんじん
（根、皮つき，生）　スイートコーン缶詰（ホー
ルカーネルスタイル）　たまねぎ（りん茎、生）
乾燥わかめ（素干し）　バレンシアオレンジ（砂

ｴﾈﾙｷﾞ-：369kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.6g
脂質：12.6g

食塩相当量：
1.7g

9 水
さつまいもシチュー　ちくわの煮
物　牛乳　バナナ

セサミパン　野菜
生活

麩菓子　ほうじ茶 成鶏．むね（皮つき、生）　焼き竹輪　普通牛
乳

芋かりんとう　じゃがいも（塊茎、生）　さつま
いも（塊根、生）　板こんにゃく（精粉こんにゃ
く）　黒砂糖　クリームパン　ごま（いり）

ぶなしめじ（生）　たまねぎ（りん茎、生）　にん
じん（根、皮つき，生）　グレープフルーツ（砂
じょう、生）

ｴﾈﾙｷﾞ-：389kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.7g
脂質：12.2g

食塩相当量：
1.1g 駅・消防署

見学

10 木
なすと豚肉のみそ炒め　花型卵
きゃべつ汁　梨　ご飯

きな粉団子　牛乳 ヨーグルト ぶた大型種．もも（脂身つき、生）　米みそ（淡
色辛みそ）　鶏卵．全卵（生）　油揚げ　かつお
節　米みそ（甘みそ）　きな粉（脱皮大豆）　木
綿豆腐　普通牛乳

ごま油　黒砂糖　でん粉（じゃがいもでん粉）
ごま（乾）　水稲穀粒（精白米）　車糖（三温
糖）　白玉粉

にんじん（根、皮つき，生）　なす（果実、生）
たまねぎ（りん茎、生）　キャベツ（結球葉、生）
根深ねぎ（葉、軟白、生）　日本なし（生）

ｴﾈﾙｷﾞ-：460kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.6g
脂質：13.7g

食塩相当量：
1.5g

11 金
手巻き寿司　照り焼きチキン　牛
乳　ブロッコリーサラダ　ぶどう

アイス せんべい　ヤク
ルト

鶏卵．全卵（生）　まぐろ類缶詰（水煮，フレー
ク，ライト）　糸引き納豆　若鶏．もも（皮つき，
生）　普通牛乳　削り節

米菓（塩せんべい）　水稲穀粒（精白米）　マヨ
ネーズ（全卵型）　ラクトアイス（普通脂肪）

あまのり（焼きのり）　きゅうり（果実、生）　ス
イートコーン缶詰（ホールカーネルスタイル）
しょうが（根茎、生）　にんにく（りん茎、生）　ブ
ロッコリー（花序、生）　にんじん（根、皮つき，
生）　キャベツ（結球葉 生）　ぶどう（生）

ｴﾈﾙｷﾞ-：658kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：25.3g
脂質：26.8g

食塩相当量：
2g お誕生会

12 土
チョコサンド　レタスソテー　牛乳
オレンジ

バナナ ビスケット　ほうじ
茶

ベーコン（ベーコン）　普通牛乳 ビスケット（ソフト）　食パン（市販品）　ミルク
チョコレート　なたね油　ごま油

レタス（結球葉、生）　ぶなしめじ（生）　たまね
ぎ（りん茎、生）　にんじん（根、皮つき，生）
スイートコーン缶詰（ホールカーネルスタイル）
バレンシアオレンジ（砂じょう、生）　バナナ
（生）

ｴﾈﾙｷﾞ-：520kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.1g
脂質：20.3g

食塩相当量：
1.6g 陶芸教室

13 日

14 月
さんまの甘煮　ごぼうサラダ　な
めこ汁　梨　ご飯

飲むヨーグルト
小魚

果実ジュース
せんべい

さんま（生）　ハム（ロース）　絹ごし豆腐　かつ
お節　米みそ（甘みそ）　脱脂粉乳　普通牛乳
いかなご（あめ煮）

アセロラ（１０％果汁入り飲料）　米菓（塩せん
べい）　車糖（三温糖）　ドレッシングタイプ和
風調味料　水稲穀粒（精白米）　ざらめ糖（グ
ラニュー糖）　乳酸菌飲料（乳製品）

しょうが（根茎、生）　きゅうり（果実、生）　にん
じん（根、皮つき，生）　ごぼう（根、生）　ス
イートコーン缶詰（ホールカーネルスタイル）
なめこ（水煮缶詰）　根深ねぎ（葉、軟白、生）
日本なし（生）

ｴﾈﾙｷﾞ-：520kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：22.3g
脂質：12.6g

食塩相当量：
1.9g

15 火
ハンバーグ　温野菜　すまし汁
ゴールデンキウイ　ご飯

クラッカー　チーズ
ジョア

バナナ ぶた．ひき肉、生　凍り豆腐　鶏卵．全卵（生）
絹ごし豆腐　かつお節　プロセスチーズ

水稲穀粒（精白米）　クラッカー（ソーダ） バナナ（生）　にんじん（根、皮つき，生）　たま
ねぎ（りん茎、生）　ブロッコリー（花序、生）
キャベツ（結球葉、生）　スイートコーン缶詰
（ホールカーネルスタイル）　わかめ（原藻、
生）　根深ねぎ（葉 軟白 生）　ぶなしめじ

ｴﾈﾙｷﾞ-：549kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：27.5g
脂質：14.2g

食塩相当量：
1.6g

16 水
里芋の煮物　洋風厚焼き卵　若
布汁　ぶどう　ご飯

ミルクリッチ　牛乳 スポロン　せんべ
い

さつま揚げ　若鶏．むね（皮つき、生）　ぶた．
ひき肉、生　鶏卵．全卵（生）　木綿豆腐　米
みそ（甘みそ）　かつお節　普通牛乳

米菓（塩せんべい）　さといも（球茎、生）　板こ
んにゃく（精粉こんにゃく）　車糖（三温糖）　な
たね油　黒砂糖　水稲穀粒（精白米）　クリー
ムパン

にんじん（根、皮つき，生）　さやいんげん（若
ざや、生）　たまねぎ（りん茎、生）　乾しいた
け（乾）　乾燥わかめ（素干し）　ぶどう（生）

ｴﾈﾙｷﾞ-：722kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：28.7g
脂質：22g

食塩相当量：
2.8g

17 木
ポークカレー　小女子　牛乳　バ
ナナ　ご飯

フルーツジュース
せんべい

ビスコ　ほうじ茶 ぶた大型種．かたロース（脂身つき、生）　い
かなご（生）　普通牛乳

ビスケット（ソフト）　じゃがいも（塊茎、生）　な
たね油　黒砂糖　水稲穀粒（精白米）　米菓
（塩せんべい）

たまねぎ（りん茎、生）　にんじん（根、皮つ
き，生）　ぶなしめじ（生）　バナナ（生）

ｴﾈﾙｷﾞ-：473kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.5g
脂質：13.3g

食塩相当量：
1.7g

18 金
和風スパゲティ　コールスローサ
ラダ　牛乳　ゴールデンキウイ

おはぎ　ほうじ茶 りんごゼリー ベーコン（ベーコン）　かつお節　ハム（ロース）
普通牛乳　あずき（全粒，乾）　きな粉（全粒大
豆）

マカロニ・スパゲッティ（乾）　マヨネーズ（全卵
型）　水稲穀粒（精白米）　車糖（三温糖）

たまねぎ（りん茎、生）　にんじん（根、皮つ
き，生）　青ピーマン（果実、生）　ぶなしめじ
（生）　あまのり（焼きのり）　キャベツ（結球
葉、生）　きゅうり（果実、生）　スイートコーン
缶詰（ホ ルカ ネルスタイル）　キウ フ

ｴﾈﾙｷﾞ-：673kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：25.1g
脂質：16.5g

食塩相当量：
1g

19 土
クロワッサンサンド　中華ソテー
豆乳(コーヒー）　梨

プリン　せんべい 卵ボーロ　ほうじ
茶

まぐろ類缶詰（油漬，フレーク，ライト）　プロセ
スチーズ　ぶた中型種．かた（脂身つき、生）

ボーロ（衛生ボーロ）　クロワッサン　マヨネー
ズ（全卵型）　ミルクチョコレート　緑豆はるさ
め（乾）　ごま油　米菓（塩せんべい）

きゅうり（果実、生）　レタス（結球葉、生）　に
んじん（根、皮つき，生）　チンゲンサイ（葉、
生）　きくらげ（乾）　日本なし（生）

ｴﾈﾙｷﾞ-：790kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：21.1g
脂質：37g

食塩相当量：
1.7g

20 日

21 月

22 火

23 水

24 木
五目納豆　さつまいもの甘煮　え
のき汁　オレンジ　ご飯

ビスコ　牛乳 リンゴジュース
せんべい

糸引き納豆　焼き竹輪　鶏卵．全卵（生）　プ
ロセスチーズ　豆みそ　削り節　普通牛乳

米菓（塩せんべい）　さつまいも（塊根、生）
黒砂糖　水稲穀粒（精白米）　ビスケット（ソフ
ト）

にんじん（根、皮つき，生）　根深ねぎ（葉、軟
白、生）　えのきたけ（生）　たまねぎ（りん茎、
生）　乾燥わかめ（素干し）　バレンシアオレン
ジ（砂じょう、生）

ｴﾈﾙｷﾞ-：489kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17g
脂質：12.1g

食塩相当量：
2.9g

25 金
焼きそば　ウインナー　牛乳
ゴールデンキウイ

せんべい　ヤクル
ト

ミルクプリン ぶた大型種．かた（脂身つき、生）　ソーセー
ジ（ウインナー）　普通牛乳

ゼリー（ミルク）　蒸し中華めん　米菓（塩せん
べい）

キャベツ（結球葉、生）　たまねぎ（りん茎、生）
青ピーマン（果実、生）　大豆もやし（生）　に
んじん（根、皮つき，生）　あおさ（素干し）　キ
ウィフルーツ（生）

ｴﾈﾙｷﾞ-：408kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.8g
脂質：12.7g

食塩相当量：
1.6g

26 土
園内運動会 かつお節　ぶた大型種．かた（脂身つき、生）

米みそ（甘みそ）
にんじん（根、皮つき，生）　ごぼう（根、生）
根深ねぎ（葉、軟白、生）　だいこん（根，皮つ
き，生）　はくさい（結球葉、生）

ｴﾈﾙｷﾞ-：49kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：3.2g
脂質：1.6g

食塩相当量：
0.6g 園内運動会

27 日

28 月
笹かまの磯辺揚げ　青菜和え
お月見汁　オレンジ　ご飯

手作りヨーグルト
昆布

オレンジジュース
せんべい

蒸しかまぼこ　かつお節　若鶏．もも（皮つき，
生）　油揚げ　脱脂粉乳

バレンシアオレンジ（５０％果汁入り飲料）　米
菓（塩せんべい）　サフラワー油　さといも（球
茎、生）　でん粉（じゃがいもでん粉）　水稲穀
粒（精白米）　ざらめ糖（グラニュー糖）

あおさ（素干し）　ほうれんそう（葉、生）　にん
じん（根、皮つき，生）　大豆もやし（生）　ス
イートコーン缶詰（ホールカーネルスタイル）
だいこん（葉，生）　ごぼう（根、生）　生しいた
け（生）　バレンシアオレンジ（砂じょう 生）

ｴﾈﾙｷﾞ-：409kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.4g
脂質：8.2g

食塩相当量：
2.1g

29 火
蒸し団子　ボイル野菜　豆麩汁
ゴールデンキウイ　ご飯

せんべい　スポロ
ン

バナナ ぶた．ひき肉、生　かつお節　米みそ（甘み
そ）

水稲穀粒（精白米）　ごま油　でん粉（じゃがい
もでん粉）　焼きふ（観世ふ）　米菓（塩せんべ
い）

バナナ（生）　しょうが（根茎、生）　たまねぎ（り
ん茎、生）　キャベツ（結球葉、生）　にんじん
（根、皮つき，生）　スイートコーン缶詰（ホー
ルカーネルスタイル）　こまつな（葉、生）　キ
ウィフル ツ（生）

ｴﾈﾙｷﾞ-：466kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.8g
脂質：5.2g

食塩相当量：
1g

30 水
カジキマグロの竜田揚げ　三色
和え　根菜汁　バナナ　ご飯

ツナコーンサンド
牛乳

ヤクルト　せんべ
い

めかじき（生）　油揚げ　米みそ（甘みそ）　か
つお節　まぐろ類缶詰（油漬，フレーク，ライ
ト）　普通牛乳

米菓（塩せんべい）　でん粉（じゃがいもでん
粉）　なたね油　水稲穀粒（精白米）　ロール
パン　マヨネーズ（全卵型）　ミルクチョコレート

しょうが（根茎、生）　にんじん（根、皮つき，
生）　スイートコーン缶詰（ホールカーネルスタ
イル）　大豆もやし（生）　ほうれんそう（葉、
生）　根深ねぎ（葉、軟白、生）　ごぼう（根、
生）　だいこん（葉 生）　バナナ（生）

ｴﾈﾙｷﾞ-：707kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：25.7g
脂質：22.8g

食塩相当量：
2.3g

行事等

給食MEMO　　AMおやつとご飯は未満児さんのみです。

日 曜 栄養価


	3歳未満児

