
日 曜 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

給食献立表 ３歳未満児9月2022年

その他

切干大根と油揚げの卵とじ
白身魚と野菜のみそ汁（スキム入り）
きのこごはん（未満児用）1

・

15

木

牛乳・鶏肉・白身魚・
脱脂粉乳・鶏卵・油揚
げ・ﾄﾞﾘﾝｸﾖｰｸﾞﾙﾄ・ｽﾗｲｽ
ﾁｰｽﾞ

せんべい・精白米・押
麦・三温糖・食ﾊﾟﾝ

生しいたけ・しめじ・とうが
ん・たまねぎ・にんじん・青
ねぎ・切干だいこん・にら

チーズトースト
ラッシー（スキム）
せんべい7g（未満児）
牛乳（未満児） 食塩・清酒・みりん・濃

口しょうゆ・昆布だし・
米みそ・麦みそ・煮干し
だし

清汁（かまぼこ）
厚揚げのきのこあん
麦ごはん（未満児用）2

・

16

金

牛乳・厚揚げ・豚ひき
肉・かまぼこ・調整豆
乳・まぐろ油漬缶

精白米・押麦・植物
油・片栗粉・ごま油

ﾊﾞﾅﾅ・たまねぎ・にんじん・
えのきたけ・乾しいたけ・
しょうが・にんにく・冷凍ｸﾞ
ﾘﾝﾋﾟｰｽ・こまつなツナごはん（おやつ）

豆乳
バナナ75g(未満児)
牛乳（未満児） 赤色辛みそ・清酒・濃口

しょうゆ・ｵｲｽﾀｰｿｰｽ・中
華ｽｰﾌﾟの素・かつお昆布
だし・食塩・みりん

なし(70g)
焼き肉パスタ3

・

17

土

牛乳・ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ・豚肉 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ・植物油・三温
糖・すりごま・ｶｽﾃﾗ

たまねぎ・にんじん・ﾋﾟｰﾏ
ﾝ・しめじ・にんにく・しょ
うが・なし

カステラ
牛乳
チーズ10g(未満児)
牛乳（未満児） 濃口しょうゆ・みりん・

清酒

納豆汁
サラダ菜(7g)
ひじき入り卵焼き
麦ごはん（未満児用）5

・

29

月

牛乳・鶏卵・脱脂粉
乳・油揚げ・ひじき・
納豆

精白米・押麦・三温
糖・植物油・生ｸﾘｰﾑ
（植物性）・ｸﾗｯｶｰ

ｵﾚﾝｼﾞ・にんじん・ほうれん
そう・ｻﾗﾀﾞな・だいこん・た
まねぎ・青ねぎ・かぼちゃ
（皮なし）・干しぶどう☆かぼちゃのスキムモンブラン

牛乳
オレンジ50g(未満児)
牛乳（未満児） 濃口しょうゆ・煮干しだ

し・米みそ・麦みそ・ﾊﾞﾆ
ﾗｴｯｾﾝｽ

ベーコンスープ
白身魚のカレーマリネ
麦ごはん（未満児用）6

・

20

火

牛乳・白身魚・ﾍﾞｰｺﾝ・
脱脂粉乳・鶏卵・おか
ら

ｳｴﾊｰｽ・精白米・押麦・
小麦粉・植物油・三温
糖・ﾊﾞﾀｰ

ﾄﾏﾄ・きゅうり・たまねぎ・ﾚ
ﾓﾝ（汁使用）・かぼちゃ・に
んじん・ｵｸﾗ

おからマフィン
スキムミルク
ウエハース7g(未満児)
牛乳（未満児） 食塩・ｶﾚｰ粉・鳥がらだ

し・ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ

わかめスープ（たまねぎ）
高野豆腐と野菜の含め煮
麦ごはん（未満児用）7

・

21

水

牛乳・鶏肉・高野豆
腐・塩わかめ・脱脂粉
乳・鶏卵・ｺﾝﾃﾞﾝｽﾐﾙｸ

精白米・押麦・植物
油・三温糖・ごま油・
小麦粉・黒砂糖

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ・たまねぎ・にんじ
ん・乾しいたけ・冷凍ｸﾞﾘﾝ
ﾋﾟｰｽ・青ねぎ

マーラーカオ（中国風蒸しパン）
スキムミルク

キウイフルーツ50g(未満児)
牛乳（未満児） 清酒・かつおだし・濃口

しょうゆ・鳥がらだし・
食塩・ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ・重
曹

けんちん汁
おくらのソテー
魚の照り焼き
麦ごはん（未満児用）8

・

22

木

牛乳・白身魚・鶏肉・
厚揚げ・調整豆乳

精白米・押麦・三温
糖・植物油・白玉ふ・
じゃがいも・かりんと
う

ﾊﾞﾅﾅ・しょうが・ｵｸﾗ・にん
じん・ごぼう・えのきたけ・
青ねぎ・なし

かりんとう
なし(70g)
豆乳
バナナ75g(未満児)
牛乳（未満児） みりん・濃口しょうゆ・

食塩・煮干しだし

じゃこサラダ
なすのミートソース煮
ミルクパン（未満児用）9

・

30

金

牛乳・牛ひき肉・ﾍﾞｰｺ
ﾝ・ゆでだいず・粉ﾁｰ
ｽﾞ・しらす干し・脱脂
粉乳

せんべい・ﾐﾙｸﾊﾟﾝ・ﾊﾟﾝ
粉・三温糖・植物油・
ごま油・さつまいも・
片栗粉

なす・たまねぎ・にんじん・
ﾄﾏﾄ・ﾋﾟｰﾏﾝ・ｷｬﾍﾞﾂ・きゅう
り

みたらしポテト
スキムミルク
せんべい7g（未満児）
牛乳（未満児） ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ・ｺﾝｿﾒ・ｳｽﾀｰｿｰ

ｽ・濃口しょうゆ・ﾛｰﾘｴ・
食塩（塩もみ用）・食
酢・みりん

ヨーグルト（固形）
チャンポン10

・

24

土

牛乳・豚肉・あさり水
煮缶・かまぼこ・加糖
ﾖｰｸﾞﾙﾄ

中華めん・ごま油・ｻﾌﾞ
ﾚ

ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ缶・たまねぎ・ｷｬ
ﾍﾞﾂ・もやし・にんじん・乾
しいたけ・青ねぎ・しょう
が・ﾊﾞﾅﾅ

バナナ(75g)
サブレ
牛乳
ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ(缶)30g(未満児)
牛乳（未満児） 食塩・ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ・濃

口しょうゆ・清酒・中華
ｽｰﾌﾟの素・鳥がらだし

春雨のみそ汁
トマト(32g)
稲穂揚げ
麦ごはん（未満児用）12

・

26

月

牛乳・鶏ひき肉・鶏
卵・木綿豆腐・脱脂粉
乳・豆乳・粉寒天

ｳｴﾊｰｽ・精白米・押麦・
植物油・片栗粉・揚げ
油・はるさめ・じゃが
いも・三温糖・いちご
ｼﾞｬﾑ

にんじん・にら・ﾄﾏﾄ・ｷｬﾍﾞ
ﾂ・青ねぎ

豆乳ゼリー
スキムミルク
ウエハース7g(未満児)
牛乳（未満児） 食塩・濃口しょうゆ・煮

干しだし・米みそ・麦み
そ

コールスロー
ビーフシチュー
ぶどうパン（未満児用）13

・

27

火

牛乳・牛肉・脱脂粉
乳・まぐろ油漬缶・ｱｲｽ
ｸﾘｰﾑ

ぶどうﾊﾟﾝ・じゃがい
も・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・ﾄﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰ
ｽ・ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰの素・ﾏﾖﾈｰ
ｽﾞ・ﾋﾞｽｹｯﾄ

みかん缶・たまねぎ・にんじ
ん・冷凍ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰ
ﾚ・ｷｬﾍﾞﾂ・ﾎｰﾙｺｰﾝ缶

ビスケット
アイスクリーム
みかん(缶)(未満児)
牛乳（未満児） 鳥がらだし・ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ・

食塩

チャンプル
レタス(12g)
鶏肉のさっぱり煮
清汁（えのきたけ・にんじん）
麦ごはん（未満児用）14

・

28

水

牛乳・鶏もも・豚肉・
木綿豆腐・脱脂粉乳

精白米・押麦・三温
糖・ごま油・さつまい
も

もも缶・えのきたけ・にんじ
ん・しょうが・にんにく・ﾚﾀ
ｽ・たまねぎ・赤ﾋﾟｰﾏﾝ・黄
ﾋﾟｰﾏﾝ・こまつな・もやし焼きいも

スキムミルク
もも(缶)30g(未満児)
牛乳（未満児） 煮干しだし・食塩・濃口

しょうゆ・食酢・清酒

478 18.0 14.5 294 2.2 208 0.28 0.46 25 4.6 1.8

460 15～23 10～15 220 2.2 190 0.25 0.30 20 - 1.9未満

区分 エネルギー たんぱく質 脂　質 カルシウム 鉄
ビタミンA

ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンC 食物繊維 食塩相当量

今月の平均栄養量

保育所(園)における
給与栄養量の目標

(kcal) (g) (g) (mg) (mg) RE)(μg) (mg) (mg) (mg) (g) (g)
(ﾚﾁﾉｰﾙ当量:
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給食献立表 ３歳以上児9月2022年

その他

切干大根と油揚げの卵とじ
白身魚と野菜のみそ汁（スキム入り）

1

・

15

木

白身魚・脱脂粉乳・鶏
卵・油揚げ・ﾄﾞﾘﾝｸﾖｰｸﾞ
ﾙﾄ・ｽﾗｲｽﾁｰｽﾞ

三温糖・食ﾊﾟﾝ とうがん・たまねぎ・にんじ
ん・青ねぎ・切干だいこん・
にら

チーズトースト
ラッシー（スキム） 食塩・清酒・昆布だし・

米みそ・麦みそ・煮干し
だし・濃口しょうゆ

清汁（かまぼこ）
厚揚げのきのこあん2

・

16

金

厚揚げ・豚ひき肉・か
まぼこ・調整豆乳・ま
ぐろ油漬缶

植物油・片栗粉・ごま
油・精白米・押麦

たまねぎ・にんじん・えのき
たけ・乾しいたけ・しょう
が・にんにく・冷凍ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰ
ｽ・こまつな

ツナごはん（おやつ）
豆乳 赤色辛みそ・清酒・濃口

しょうゆ・ｵｲｽﾀｰｿｰｽ・中
華ｽｰﾌﾟの素・かつお昆布
だし・食塩・みりん

なし(70g)
焼き肉パスタ3

・

17

土

豚肉・牛乳 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ・植物油・三温
糖・すりごま・ｶｽﾃﾗ

たまねぎ・にんじん・ﾋﾟｰﾏ
ﾝ・しめじ・にんにく・しょ
うが・なし

カステラ
牛乳 濃口しょうゆ・みりん・

清酒

納豆汁
サラダ菜(7g)
ひじき入り卵焼き5

・

29

月

鶏卵・脱脂粉乳・油揚
げ・ひじき・納豆・牛
乳

三温糖・植物油・生ｸﾘｰ
ﾑ（植物性）・ｸﾗｯｶｰ

にんじん・ほうれんそう・ｻﾗ
ﾀﾞな・だいこん・たまねぎ・
青ねぎ・かぼちゃ（皮な
し）・干しぶどう

☆かぼちゃのスキムモンブラン
牛乳 濃口しょうゆ・煮干しだ

し・米みそ・麦みそ・ﾊﾞﾆ
ﾗｴｯｾﾝｽ

ベーコンスープ
白身魚のカレーマリネ6

・

20

火

白身魚・ﾍﾞｰｺﾝ・脱脂粉
乳・鶏卵・おから・牛
乳

小麦粉・植物油・三温
糖・ﾊﾞﾀｰ

ﾄﾏﾄ・きゅうり・たまねぎ・ﾚ
ﾓﾝ（汁使用）・かぼちゃ・に
んじん・ｵｸﾗ

おからマフィン
スキムミルク 食塩・ｶﾚｰ粉・鳥がらだ

し・ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ

わかめスープ（たまねぎ）
高野豆腐と野菜の含め煮7

・

21

水

鶏肉・高野豆腐・塩わ
かめ・脱脂粉乳・鶏
卵・ｺﾝﾃﾞﾝｽﾐﾙｸ

植物油・三温糖・ごま
油・小麦粉・黒砂糖

たまねぎ・にんじん・乾しい
たけ・冷凍ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・青ねぎマーラーカオ（中国風蒸しパン）

スキムミルク 清酒・かつおだし・濃口
しょうゆ・鳥がらだし・
食塩・ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ・重
曹

けんちん汁
おくらのソテー
魚の照り焼き8

・

22

木

白身魚・鶏肉・厚揚
げ・調整豆乳

三温糖・植物油・白玉
ふ・じゃがいも・かり
んとう

しょうが・ｵｸﾗ・にんじん・
ごぼう・えのきたけ・青ね
ぎ・なしかりんとう

なし(70g)
豆乳 みりん・濃口しょうゆ・

食塩・煮干しだし

じゃこサラダ
なすのミートソース煮9

・

30

金

牛ひき肉・ﾍﾞｰｺﾝ・ゆで
だいず・粉ﾁｰｽﾞ・しら
す干し・脱脂粉乳

ﾊﾟﾝ粉・三温糖・植物
油・ごま油・さつまい
も・片栗粉

なす・たまねぎ・にんじん・
ﾄﾏﾄ・ﾋﾟｰﾏﾝ・ｷｬﾍﾞﾂ・きゅう
り

みたらしポテト
スキムミルク ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ・ｺﾝｿﾒ・ｳｽﾀｰｿｰ

ｽ・濃口しょうゆ・ﾛｰﾘｴ・
食塩（塩もみ用）・食
酢・みりん

ヨーグルト（固形）
チャンポン10

・

24

土

豚肉・あさり水煮缶・
かまぼこ・加糖ﾖｰｸﾞﾙ
ﾄ・牛乳

中華めん・ごま油・ｻﾌﾞ
ﾚ

たまねぎ・ｷｬﾍﾞﾂ・もやし・
にんじん・乾しいたけ・青ね
ぎ・しょうが・ﾊﾞﾅﾅバナナ(75g)

サブレ
牛乳 食塩・ｶﾞｰﾘｯｸﾊﾟｳﾀﾞｰ・濃

口しょうゆ・清酒・中華
ｽｰﾌﾟの素・鳥がらだし

春雨のみそ汁
トマト(32g)
稲穂揚げ12

・

26

月

鶏ひき肉・鶏卵・木綿
豆腐・脱脂粉乳・豆
乳・粉寒天

植物油・片栗粉・揚げ
油・はるさめ・じゃが
いも・三温糖・いちご
ｼﾞｬﾑ

にんじん・にら・ﾄﾏﾄ・ｷｬﾍﾞ
ﾂ・青ねぎ豆乳ゼリー

スキムミルク 食塩・濃口しょうゆ・煮
干しだし・米みそ・麦み
そ

コールスロー
ビーフシチュー13

・

27

火

牛肉・脱脂粉乳・まぐ
ろ油漬缶・ｱｲｽｸﾘｰﾑ

じゃがいも・ﾏｰｶﾞﾘﾝ・
ﾄﾞﾐｸﾞﾗｽｿｰｽ・ﾋﾞｰﾌｼﾁｭｰ
の素・ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ﾋﾞｽｹｯﾄ

たまねぎ・にんじん・冷凍ｸﾞ
ﾘﾝﾋﾟｰｽ・ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ・ｷｬﾍﾞﾂ・
ﾎｰﾙｺｰﾝ缶

ビスケット
アイスクリーム 鳥がらだし・ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ・

食塩

チャンプル
レタス(12g)
鶏肉のさっぱり煮14

・

28

水

鶏もも・豚肉・木綿豆
腐・脱脂粉乳

三温糖・ごま油・さつ
まいも

しょうが・にんにく・ﾚﾀｽ・
たまねぎ・にんじん・赤ﾋﾟｰﾏ
ﾝ・黄ﾋﾟｰﾏﾝ・こまつな・もや
し

焼きいも
スキムミルク 食酢・濃口しょうゆ・清

酒・食塩

405 18.3 14.4 293 2.4 218 0.28 0.47 24 4.7 1.9

380 15～26 12～18 254 2.1 215 0.28 0.35 22.5 3.2 2.1未満

区分 エネルギー たんぱく質 脂　質 カルシウム 鉄
ビタミンA

ビタミンB1 ビタミンB2 ビタミンC 食物繊維 食塩相当量

今月の平均栄養量

保育所(園)における
給与栄養量の目標

(kcal) (g) (g) (mg) (mg) RE)(μg) (mg) (mg) (mg) (g) (g)
(ﾚﾁﾉｰﾙ当量:


	未満給食献立表
	以上給食献立表

