
令和2年　　9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 450 kcal
高野豆腐のフライ
ひじきのサラダ
ミラノ風スープ
梨

食塩相当量 1.4 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 449 kcal
カレイのカレームニエル
かぼちゃサラダ
大根の洋風スープ
りんご

食塩相当量 1.3 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 449 kcal
鶏肉の味噌焼き
野菜の白和え
かみなり汁
オレンジ

食塩相当量 1.2 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 433 kcal
鮭マヨ
三色ナムル
スーミータン
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 427 kcal
ポークビーンズ
小松菜のサラダ
グレープフルーツ

食塩相当量 1.4 ｇ
【郷土料理　山梨県】 ｴﾈﾙｷﾞｰ 436 kcal
ほうとう風うどん
納豆としらすのかき揚げ
バナナ

食塩相当量 1.1 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 432 kcal
鶏肉のコーンフレーク焼き
豆苗サラダ
コンソメスープ
梨

食塩相当量 1.6 ｇ
きのこご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 464 kcal
鮭の野菜あんかけ
ミルク仕立ての味噌汁
りんご

食塩相当量 1.3 ｇ
納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 438 kcal
チアチャンドウフ

木 なすとえのきの味噌汁
バナナ

水 食塩相当量 1.1 ｇ
ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 424 kcal
カジキ南蛮
小松菜の磯和え
豆腐の味噌汁
グレープフルーツ

食塩相当量 1.6 ｇ
ケチャップライス ｴﾈﾙｷﾞｰ 434 kcal
クリームシチュー
わかめサラダ
オレンジ

食塩相当量 1.0 ｇ
【世界の料理　サウジアラビア】 ｴﾈﾙｷﾞｰ 442 kcal
カプサ
ダイスサラダ
サルーナ
いちごヨーグルト

食塩相当量 1.4 ｇ
【誕生会メニュー】 ｴﾈﾙｷﾞｰ 437 kcal
カップオムライス
豆腐のコロコロサラダ
カレースープ
オレンジ

食塩相当量 1.4 ｇ
【お月見メニュー】 ｴﾈﾙｷﾞｰ 430 kcal
ご飯
鶏肉のつくね焼き
ほうれん草のしらす和え
根菜汁
オレンジ 食塩相当量 1.4 ｇ

439 kcal タンパク質 16.4 g
13.0 g 食塩相当量 1.3 g

カルシウム 257 mg 鉄 2.1 mg

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

たんぱく質 13.2 ｇ
15

脂　質 11.6 ｇ
火

1
ソフトサラダ／水稲穀
粒(精白米)／薄力粉／
パン粉／なたね油／上
白糖／ごま油

飲むヨーグルトFe／凍
り豆腐／米みそ(淡色
辛みそ)／干ひじき／
ウイニー／鶏ひき肉／
牛乳

きゅうり／にんじん／
とうもろこし(ｶｰﾈﾙ冷
凍）／キャベツ／玉葱

そぼろおにぎり
牛乳

ソフトサラダせんべい
飲むヨーグルトＦｅ

たんぱく質 17.8 ｇ
16

脂　質 12.6 ｇ
水

2
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／有塩バター／マ
ヨドレ／マカロニ／な
たね油

牛乳／まがれい／ベー
コン／鶏モモ肉／鉄カ
ルチーズ

バナナ／西洋かぼちゃ
／にんじん／干しぶど
う／だいこん／玉葱／
りんご

マカロニグラタン
牛乳

バナナ
牛乳

たんぱく質 17.2 ｇ
17

脂　質 12.3 ｇ
木

3
上白糖／水稲穀粒(精
白米)／こんにゃく／
なたね油／さつまいも
／黒ごま

牛乳／鶏モモ肉／ヨー
グルト(全脂無糖)／米
みそ(淡色辛みそ)／木
綿豆腐

プルーン(乾)／ほうれ
んそう／にんじん／ぶ
なしめじ／ごぼう／ね
ぎ／オレンジ

大学芋
ミロ

プルーン
牛乳

たんぱく質 16.6 ｇ
18

脂　質 14.2 ｇ
金

4
カルテツスティック／
水稲穀粒(精白米)／か
たくり粉／なたね油／
マヨドレ／上白糖／ご
ま油／じゃがいも

牛乳／しろさけ／たま
ご／鉄カルチーズ

こまつな／りょくとう
もやし／にんじん／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)
／ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ

じゃがいも餅
牛乳

カル鉄スティック
牛乳

たんぱく質 15.4 ｇ
19

脂　質 13.2 ｇ
土

5
カルテツスティック／
水稲穀粒(精白米)／マ
ヨドレ

牛乳／鉄カルチーズ／
豚肩ロース／大豆(水
煮缶詰）／まぐろ缶詰
(水煮)／塩昆布

玉葱／えだまめ(冷凍)
／とうもろこし(ｶｰﾈﾙ
冷凍）／トマト缶詰
(ホール）／こまつな
／にんじん／ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌ
ﾙｰﾂ

ツナと塩昆布のおにぎり
牛乳

カル鉄スティック
牛乳

たんぱく質 16.9 ｇ
／

脂　質 14.3 ｇ
月

7
マリー／塩分ゼロうど
ん／薄力粉／なたね油
／上白糖／黒砂糖

牛乳／鶏モモ肉／油揚
げ／米みそ(淡色辛み
そ)／糸引納豆／しら
す干し／あおのり／ア
ガー／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ／き
な粉

西洋かぼちゃ／だいこ
ん／にんじん／玉葱／
バナナ

信玄プリン
牛乳

ビスケット
牛乳

たんぱく質 16.5 ｇ
29

脂　質 14.9 ｇ
火

8
ソフトサラダ／水稲穀
粒(精白米)／マヨドレ
／コーンフレーク／ご
ま油／上白糖／プレ
ミックス粉／なたね油

牛乳／鶏モモ肉／まぐ
ろ缶詰(水煮)／ウイ
ニー

トウミョウ／にんじん
／とうもろこし(ｶｰﾈﾙ
冷凍）／キャベツ／玉
葱

アメリカンドック
牛乳

ソフトサラダせんべい
牛乳

たんぱく質 18.9 ｇ
23

脂　質 11.2 ｇ
水

9
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／なたね油／ごま
油／上白糖／かたくり
粉／じゃがいも／食パ
ン／有塩バター／黒砂
糖

牛乳／鶏モモ肉／しろ
さけ／低脂肪乳Ca＋Fe
／米みそ(淡色辛みそ)

バナナ／ぶなしめじ／
エリンギ／玉葱／にん
じん／青ピーマン／ね
ぎ／りんご

黒糖ラスク
牛乳

バナナ
牛乳

たんぱく質 15.6 ｇ

脂　質 14.2 ｇ

10
上白糖／水稲穀粒(精
白米)／なたね油／
しゅうまいの皮／薄力
粉

牛乳／糸引納豆／豚肩
ロース／生揚げ／米み
そ(淡色辛みそ)／ロー
スハム／鉄カルチーズ

プルーン(乾)／キャベ
ツ／ねぎ／にんじん／
なす／玉葱／えのきた
け／バナナ

ハムチーズスティック
牛乳

プルーン
牛乳

30

たんぱく質 17.7 ｇ
25

脂　質 13.3 ｇ
金

11
カルテツスティック／
水稲穀粒(精白米)／薄
力粉／なたね油／上白
糖／マヨドレ／スパ
ゲッティ／白ごま

牛乳／めかじき／かつ
お節／焼きのり／木綿
豆腐／カットわかめ／
米みそ(淡色辛みそ)／
まぐろ缶詰(水煮)／塩
昆布

玉葱／レモン(果汁､
生)／こまつな／りょ
くとうもやし／にんじ
ん／ｸﾞﾚｰﾌﾟﾌﾙｰﾂ

ツナと塩昆布のスパゲティ
牛乳

カル鉄スティック
牛乳

たんぱく質 15.2 ｇ
26

脂　質 11.3 ｇ
土

12
カルテツスティック／
水稲穀粒(精白米)／
じゃがいも／有塩バ
ター／薄力粉／上白糖
／白ごま

牛乳／鶏若鶏肉胸／脱
脂粉乳／カットわかめ

玉葱／にんじん／りょ
くとうもやし／とうも
ろこし(ｶｰﾈﾙ冷凍）／
オレンジ／西洋かぼ
ちゃ(冷凍)

かぼちゃの茶巾
ミロ

カル鉄スティック
牛乳

たんぱく質 17.8 ｇ
／

脂　質 13.4 ｇ
月

14
マリー／水稲穀粒(精
白米)／なたね油／上
白糖／じゃがいも／
ぎょうざの皮／薄力粉

牛乳／鶏モモ肉／豚肩
ロース／鉄カルヨーグ
ルト／豚ひき肉

玉葱／トマト缶詰
(ホール）／トマト／
きゅうり／にんじん／
レモン(果汁､生)

サンブーサ
ミロ

ビスケット
牛乳

たんぱく質 16.6 ｇ
／

脂　質 13.3 ｇ
木

24
上白糖／水稲穀粒(精
白米)／マヨドレ／ご
ま油／薄力粉

牛乳／鶏モモ肉／たま
ご／木綿豆腐／焼き竹
輪／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘ-ﾑ

プルーン(乾)／玉葱／え
だまめ(冷凍)／にんじん
／きゅうり／とうもろこ
し(ｶｰﾈﾙ冷凍）／ぶなし
めじ／オレンジ／温州蜜
柑缶詰(果肉)

お誕生日ケーキ
牛乳

プルーン
牛乳

エネルギー
脂　　　質月 平 均 栄 養 価

たんぱく質 14.8 ｇ
／

脂　質 12.7 ｇ
月

28
マリー／水稲穀粒(精
白米)／白ごま／パン
粉／上白糖／なたね油
／さつまいも／かたく
り粉

牛乳／鶏ひき肉／たま
ご／凍り豆腐／米みそ
(淡色辛みそ)／しらす
干し

玉葱／にんじん／ねぎ
／ほうれんそう／れん
こん／オレンジ／西洋
かぼちゃ

お月見かぼちゃ団子
牛乳

ビスケット
牛乳


