献

立

表

2020年09月

持田保育園
おやつ

日付

献立名

材料名
（◎は10時おやつ）

01 なすのミートスパゲ
火 ティー,ブロッコリーと
コーンのソテー,野菜
スープ,バナナ

02 御飯,鶏の唐揚げ,ピーマ
水 ンのツナあえ,みそ汁
（とうがん・チンゲン
菜）,ぶどう

03 御飯,鮭の塩焼き,コール
木 スローサラダ,みそ汁
（なめこ・ねぎ）,オレ

牛乳、／ビスケット、／スパゲティー、豚ひき肉、たまねぎ、なす、にんじん、
◎牛乳,◎ビスケッ
油、小麦粉、水、ケチャップ、ウスターソース、食塩、／ブロッコリー、とうもろこし ト ,麦茶,おいなり
（ゆで）、油、塩（並塩）、／じゃがいも、にんじん、キャベツ、水、コンソメ、食
さん
塩、／バナナ、／麦茶（浸出液）、／米、酢、砂糖、食塩、油揚げ、水、しょう
ゆ、砂糖、みりん、ほんだし、
牛乳、／塩せんべい、／米、／鶏もも肉、しょうゆ、酒、しょうが、にんにく、片栗 ◎牛乳,◎せんべ
粉、油、／ピーマン、にんじん、レタス、ツナ油漬缶、ねりごま、砂糖、しょうゆ、 い,牛乳,ふかし芋
酢、／とうがん、チンゲンサイ、水、米みそ（淡色辛みそ）、ほんだし、／ぶどう、 じゃが
／牛乳、／じゃがいも、食塩、
牛乳、／ビスケット、／米、／さけ、食塩、／キャベツ、にんじん、コーン缶、食 ◎牛乳,◎ビスケッ
塩、砂糖、酢、マヨネーズ、／なめこ、ねぎ、水、米みそ（淡色辛みそ）、ほんだ ト,牛乳,野菜チップ
し、／オレンジ、／牛乳、／れんこん、さつまいも、油、食塩、

ンジ

04 御飯,炒り豆腐,きゅうり
金 の昆布あえ,麩のすまし
汁（青梗菜）,バナナ

元気ヨーグルト、／塩せんべい、／米、／木綿豆腐、鶏ひき肉、しらたき、干し ◎ヨーグルト,◎せ
しいたけ、にんじん、たまねぎ、油、しょうゆ、砂糖、みりん、卵、／きゅうり、塩こ んべい,牛乳,カステ
んぶ、／焼ふ(車ふ）、チンゲンサイ、ねぎ、水、しょうゆ、食塩、ほんだし、／バ ラ
ナナ、／牛乳、／カステラ、

05 おにぎり,鶏の唐揚げ,バ
土 ナナ

牛乳、／塩せんべい、／おにぎり、／唐揚げ、／バナナ、／牛乳、／揚げせん ◎牛乳,◎せんべ
べい、
い,牛乳,せんべい

07 御飯,ひき肉カレー,春雨
月 サラダ,バナナ

牛乳、／カルテツおさかなサブレ、／米、／豚ひき肉、たまねぎ、じゃがいも、 ◎牛乳,◎サブレ,
にんじん、牛乳、カレールウ、油、ウスターソース、バター、／はるさめ、もやし、 麦茶,アイス（パピ
きゅうり、にんじん、コーン缶、酢、しょうゆ、砂糖、ごま油、／バナナ、／麦茶
コ）,せんべい
（浸出液）、／パピコ、／しょうゆせんべい、

08 ロールパン,五目焼きそ
火 ば,レタスのサラダ,かに
豆腐汁,りんご

◎牛乳,◎ビスケッ
ト ,牛乳,アメリカン
ドッグ

09
水

◎牛乳,◎せんべ
い,牛乳,マカロニき
な粉あえ

牛乳、／ビスケット、／ロールパン、／焼きそばめん、豚肉(もも・脂身付)、キャ
ベツ、にんじん、緑豆もやし、ピーマン、油、おたふく焼きそばソース、食塩、白
こしょう、あおのり、／レタス、きゅうり、トマト、コーン缶、酢、しょうゆ、ごま油、砂
糖、食塩、／木綿豆腐、かにかまぼこ、ねぎ、中華スープ、酒、食塩、片栗粉、
／りんご、／牛乳、／ソーセージ(混合)、小麦粉、ホットケーキ粉、牛乳、卵、
油、
御飯,酢豚,中華風和え物, 牛乳、／塩せんべい、／米、／豚肉(もも・脂身付)、酒、しょうゆ、片栗粉、油、
わかめスープ,グレープ たまねぎ、にんじん、じゃがいも、ピーマン、ケチャップ、酢、しょうゆ、砂糖、片
栗粉、／もやし、にんじん、こまつな、酢、砂糖、しょうゆ、ごま油、／カットわか
フルーツ
め、ねぎ、中華スープ、しょうゆ、食塩、／グレープフルーツ、／牛乳、／マカロ
ニ、きな粉、砂糖、

10 親子丼,きゅうりの浅漬
木 け,みそ汁（じゃがい
も、たまねぎ）,なし

牛乳、／ビスケット、／米、鶏もも肉、凍り豆腐、たまねぎ、にんじん、卵、水、ほ ◎牛乳,◎ビスケッ
んだし、しょうゆ、みりん、焼きのり、／きゅうり、食塩、／じゃがいも、たまねぎ、 ト,牛乳,蒸しパン
水、米みそ（淡色辛みそ）、ほんだし、／なし、／牛乳、／ホットケーキミックス、
牛乳、砂糖、

11 御飯,コロッケ,キャベツ
金 のツナサラダ,かき玉汁,
オレンジ

元気ヨーグルト、／塩せんべい、／米、／ポテトコロッケ（冷凍）、油、／キャベ ◎ヨーグルト,◎せ
ツ、にんじん、ツナ油漬缶、油、酢、食塩、砂糖、／卵、きょうな、ねぎ、水、しょ んべい,牛乳,あん
うゆ、食塩、片栗粉、ほんだし、／オレンジ、／牛乳、／あんパン、
パン

12 おにぎり,メンチカツ,バ
土 ナナ

牛乳、／塩せんべい、／おにぎり、／メンチカツ（冷凍）、／バナナ、／牛乳、
／揚げせんべい、

14 御飯,豚肉のしょうが焼
月 き,ひじきの炒り煮,みそ
汁（もやし、わかめ）,

牛乳、／カルテツおさかなサブレ、／米、／豚肉(ロース)、しょうが、酒、しょう
◎牛乳,◎サブレ,
ゆ、たまねぎ、ピーマン、油、／ひじき、だいず水煮缶詰、にんじん、ちくわ、
牛乳,ホットケーキ
油、砂糖、しょうゆ、みりん、水、ほんだし、／もやし、カットわかめ、水、米みそ （ココア）
（淡色辛みそ）、ほんだし、／バナナ、／牛乳、／ホットケーキ粉、調製豆乳、コ
コア（ピュアココア）、卵、メープルシロップ、

バナナ

◎牛乳,◎せんべ
い,牛乳,せんべい

15 食パン,冷やし中華,ぶど
火 う

牛乳、／ビスケット、／食パン、／生中華めん、卵、ハム、きゅうり、生わかめ、
いんげん、水、ほんだし、ごま油、しょうゆ、酢、砂糖、みりん、／ぶどう、／牛
乳、／まんじゅう（蒸し）、

16 御飯,厚揚げとじゃが芋
水 のそぼろ煮,みそ汁（だ
いこん・わかめ）,バン

牛乳、／塩せんべい、／米、／生揚げ、豚ひき肉、じゃがいも、たまねぎ、にん ◎牛乳,◎せんべ
じん、油、しょうゆ、砂糖、みりん、片栗粉、／だいこん、カットわかめ、水、米み い,牛乳,フライドポ
そ（淡色辛みそ）、ほんだし、／はるさめ、トマト、きゅうり、ハム、酢、砂糖、しょう テト
ゆ、すりごま、ごま油、／オレンジ、／牛乳、／フレンチフライポテト（冷凍）、
油、食塩、ケチャップ、

サンスー,オレンジ

◎牛乳,◎ビスケッ
ト ,牛乳,おまん
じゅう

エネルギー
たんぱく質
脂質
食物繊維

611(595)
21.9(21.2)
15.9(17.3)
6.1(5.1)
615(545)
27.1(22.3)
19.5(16.5)
3.2(2.6)
530(514)
23.6(21.2)
14.9(14.6)
3.3(2.9)
578(493)
20.0(16.3)
15.9(10.9)
3.0(2.4)
492(450)
16.6(15.3)
11.7(10.8)
0.8(0.7)
595(584)
12.7(14.0)
14.6(17.5)
3.1(2.7)
626(556)
24.9(21.3)
29.8(25.6)
3.8(3.2)
595(536)
22.5(20.0)
16.6(14.7)
4.0(3.1)
591(559)
21.7(19.7)
14.1(14.2)
2.7(2.4)
638(518)
19.1(15.0)
21.5(14.8)
2.3(1.6)
526(477)
16.4(15.1)
14.9(13.4)
0.8(0.7)
632(586)
24.5(21.4)
20.2(20.6)
4.5(3.7)
577(553)
20.8(19.1)
14.9(14.9)
3.9(3.5)
618(552)
19.5(17.6)
19.0(16.4)
3.0(2.4)
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17 御飯,まぐろのフライ,パ
木 スタサラダ,野菜スープ,
バナナ

牛乳、／ビスケット、／米、／まぐろ、食塩、こしょう、小麦粉、卵、パン粉、油、 ◎牛乳,◎ビスケッ
中濃ソース、／スパゲティー、ハム、きゅうり、キャベツ、にんじん、マヨネーズ、 ト,牛乳,コーンフ
／じゃがいも、たまねぎ、にんじん、水、コンソメ、食塩、／バナナ、／牛乳、／ レーク
コーンフレーク、

18 御飯,さわらの煮つけ,な
金 すの味噌炒め,みそ汁
（かぶ）,オレンジ

元気ヨーグルト、／塩せんべい、／米、／さわら、しょうゆ、砂糖、酒、しょうが、 ◎ヨーグルト,◎せ
／なす、油、ピーマン、にんじん、ごま油、淡色みそ、砂糖、酒、／かぶ、かぶ・ んべい,牛乳,ポップ
葉、水、米みそ（淡色辛みそ）、ほんだし、／オレンジ、／牛乳、／ポップコー コーン
ン、

19 おにぎり,コロッケ,バナ
土 ナ

牛乳、／塩せんべい、／おにぎり、／ミートコロッケ（冷凍）、ウスターソース・濃 ◎牛乳,◎せんべ
厚ソース、／バナナ、／牛乳、／揚げせんべい、
い,牛乳,せんべい

21 敬老の日
月
22 秋分の日
火
23 御飯,筑前煮,ほうれん草
水 のしらすあえ,みそ汁
（キャベツ・玉ねぎ）,
バナナ

24 御飯,鮭のフライ,切干し
木 大根の旨煮,秋の豚汁
（さつまいも）,オレン
ジ

牛乳、／塩せんべい、／米、／鶏もも肉、たけのこ（ゆで）、にんじん、ごぼう、 ◎牛乳,◎せんべ
れんこん、板こんにゃく、いんげん、水、ほんだし、しょうゆ、砂糖、みりん、酒、 い,牛乳,ゼリーフラ
／ほうれんそう、にんじん、しらす干し、しょうゆ、／キャベツ、たまねぎ、水、米 イ
みそ（淡色辛みそ）、ほんだし、／バナナ、／牛乳、／ゼリーフライ、
牛乳、／ビスケット、／米、／さけ、食塩、こしょう、小麦粉、卵、パン粉、ケ
◎牛乳,◎ビスケッ
チャップ、油、／切り干しだいこん、油揚げ、にんじん、しょうゆ、砂糖、みりん、 ト,牛乳,バナナケー
水、／豚肉(肩ロース)、さつまいも、にんじん、ごぼう、板こんにゃく、ねぎ、水、 キ
米みそ（淡色辛みそ）、ほんだし、／オレンジ、／牛乳、／バナナ、カステラ、ホ
イップクリーム、

25 御飯,カレーライス・夏,
金 小松菜のあえ物,なし

元気ヨーグルト、／塩せんべい、／米、／豚肉(もも)、かぼちゃ、なす、オクラ、 ◎ヨーグルト,◎せ
たまねぎ、カレールウ、油、／こまつな、もやし、にんじん、コーン缶、しょうゆ、 んべい,牛乳,あら
砂糖、／なし、／牛乳、／揚げせんべい、
れせんべい

26 おにぎり,鶏の唐揚げ,バ
土 ナナ

牛乳、／塩せんべい、／おにぎり、／唐揚げ、／バナナ、／牛乳、／揚げせん ◎牛乳,◎せんべ
べい、
い,牛乳,せんべい

28 御飯,鶏肉のケチャップ
月 煮,ごぼうとコーンのサ
ラダ,きゃべつスープ,バ

牛乳、／カルテツおさかなサブレ、／米、／鶏もも肉、食塩、こしょう、小麦粉、 ◎牛乳,◎サブレ,
油、ピーマン、しいたけ、たまねぎ、ケチャップ、ウスターソース、コンソメ、砂
ジョア,せんべい
糖、／ごぼう、にんじん、コーン缶、ハム、水、しょうゆ、みりん、マヨネーズ、ほ
んだし、／キャベツ、カットわかめ、水、中華だしの素、食塩、こしょう、すりご
ま、／バナナ、／ジョアプレーン、／甘辛せんべい、

ナナ

29 味噌ラーメン,揚げシュ
火 ウマイ,オレンジ

牛乳、／ビスケット、／生中華めん、コーン缶、大豆もやし、わかめ（生）、なる
と、ねぎ、赤みそ、本みりん、中華あじ、水、／しゅうまい（冷凍）、小麦粉、卵、
油、カレー粉、／オレンジ、／牛乳、／米、炊き込みわかめ、

30 御飯,かじきのきのこ煮,
水 ポテトサラダ,みそ汁
（かぶ・油揚げ）,バナ

牛乳、／塩せんべい、／米、／かじき、食塩、片栗粉、油、えのきたけ、しいた ◎牛乳,◎せんべ
け、かつおだし汁、しょうゆ、みりん、片栗粉、さやえんどう、／じゃがいも、にん い,麦茶,くずもち
じん、きゅうり、マヨネーズ、食塩、／かぶ、かぶ・葉、油揚げ、水、ほんだし、米
みそ（淡色辛みそ）、／バナナ、／麦茶（浸出液）、／調製豆乳、片栗粉、きな
粉、黒砂糖、

ナ

◎牛乳,◎ビスケッ
ト ,牛乳,わかめお
にぎり

＊献立は、材料等の入荷の都合により変更する場合があります。
☆今月のひとこと☆
まだまだ暑い日が続きますが、暦の上では秋です。食欲の秋
にちなんで、子どもはなぜおやつが必要なのか考えてみましょ
う。
子どもは胃袋が小さく、消化吸収能力も大人よりも低いです。
３度の食事だけでは必要な栄養がととのはないので、おにぎり

エネルギー
たんぱく質
脂質
食物繊維

648(601)
26.1(23.1)
18.7(17.9)
2.4(2.2)
637(533)
23.7(18.5)
21.5(14.9)
5.4(4.3)
508(463)
13.3(12.6)
13.5(12.3)
0.8(0.7)
0(0)
0.0(0.0)
0.0(0.0)
0.0(0.0)
0(0)
0.0(0.0)
0.0(0.0)
0.0(0.0)
559(505)
22.1(19.5)
13.0(11.9)
4.6(3.6)
701(635)
26.5(22.4)
23.4(21.0)
3.7(3.1)
619(509)
18.2(14.3)
20.0(13.3)
4.4(3.2)
492(450)
16.6(15.3)
11.7(10.8)
0.8(0.7)
536(557)
20.4(20.3)
8.6(13.8)
3.6(2.9)
637(580)
22.7(19.7)
16.7(15.3)
3.5(3.1)
570(544)
19.7(18.9)
15.9(16.0)
4.2(3.3)

