
様式F112

石山保育園

黄 赤 緑
熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの その他

03 昼食 御飯 米 エネルギー 536 kcal

月 白身魚の野菜あんかけ 油、小麦粉、片栗粉 メルルーサ
たまねぎ、にんじん、しめ
じ、ピーマン

かつお・昆布だし汁、酒、
みりん、しょうゆ、食塩

たんぱく質 25.3 ｇ

凍り豆腐の煮物 凍り豆腐、油揚げ
にんじん、たまねぎ、いん
げん、干ししいたけ

かつおだし汁、みりん、
しょうゆ（うすくち）

脂　　質 17.2 ｇ

たまねぎのみそ汁 じゃがいも 米みそ（淡色辛みそ） たまねぎ、ねぎ、カットわかめ かつお・昆布だし汁 カルシウム 317 ｇ

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

05 昼食 食パン 食パン エネルギー 550 kcal

水 ストロベリー＆マーガリン マーガリン いちごジャム たんぱく質 23.3 ｇ

コテージパイ じゃがいも、オリーブ油 牛ひき肉、豚ひき肉、ピザ用チーズ たまねぎ、なす、トマト、にんにく、パセリ ケチャップ、ウスターソース、食塩、こしょう 脂　　質 28.7 ｇ

コロコロサラダ マヨネーズ ベーコン
だいこん、ごぼう、きゅう
り、にんじん、コーン缶、レ
モン果汁

しょうゆ カルシウム 310 ｇ

きのこスープ ベーコン
キャベツ、しいたけ、しめ
じ、えのきたけ、パセリ コンソメ、食塩

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

06 昼食 御飯 米 エネルギー 570 kcal

木 マーボー豆腐 片栗粉、砂糖、ごま油 木綿豆腐、豚ひき肉 ねぎ、しょうが、にんにく 中華スープ、しょうゆ、酒 たんぱく質 21 ｇ

春雨サラダ 砂糖、はるさめ、ごま油 ハム、ごま にんじん、きゅうり、コーン（冷凍） しょうゆ、酢、中華だしの素 脂　　質 17 ｇ

キャベツのスープ たまねぎ、コーン缶、キャ
ベツ、生わかめ、にんじん 中華スープ、食塩 カルシウム 313 ｇ

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

07 昼食 ソフト麺 ソフト麺 エネルギー 437 kcal

金 ミートソース 油、砂糖 牛ひき肉、豚ひき肉
たまねぎ、トマト、にんじ
ん、トマトピューレ、にんに

ケチャップ、ウスターソース、食塩 たんぱく質 25.8 ｇ

鶏てん 片栗粉、小麦粉 鶏ささ身 にんにく、しょうが しょうゆ、本みりん 脂　　質 17.9 ｇ

りんごのサラダ フレンチドレッシング（乳化型） ハム キャベツ、りんご、きゅう
り、コーン缶

カルシウム 208 ｇ

野菜スープ ベーコン たまねぎ、にんじん、かぼちゃ、しめじ 中華だしの素、食塩
ひとくちゼリー りんご天然果汁、かんてん

牛乳 牛乳
11 昼食 御飯 米 エネルギー 575 kcal

火 肉じゃが じゃがいも、しらたき、砂糖、油 豚肉(もも) たまねぎ、にんじん しょうゆ、みりん たんぱく質 20.7 ｇ

小松菜のおかか和え 砂糖 ちくわ、かつお節 こまつな、にんじん しょうゆ 脂　　質 16.5 ｇ

豆乳汁 豆乳、ベーコン たまねぎ、かぼちゃ、だいこん 食塩、コンソメ カルシウム 337 ｇ

シューアイス アイスクリーム
ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

12 昼食 御飯 米 エネルギー 498 kcal

水 豚肉の玉ねぎ炒め 油、砂糖 豚肉(肩) たまねぎ、チンゲンサイ、しめじ しょうゆ たんぱく質 20.9 ｇ

五目豆 板こんにゃく、油、砂糖 だいず水煮缶詰、ちくわ
にんじん、ごぼう、こんぶ
（煮物用）、干ししいたけ

かつお・昆布だし汁、しょうゆ、みりん 脂　　質 18.3 ｇ

豚汁 さといも、生いも板こんにゃく
木綿豆腐、豚肉(肩ロー
ス)、米みそ（赤色辛みそ）

だいこん、にんじん、ごぼ
う、ねぎ かつおだし汁 カルシウム 252 ｇ

牛乳 牛乳

13 昼食 キッズビビンバ 米、砂糖、ごま油 豚ひき肉、鶏ひき肉、ごま
もやし、ほうれんそう、に
んじん、ねぎ、しょうが、に
んにく

しょうゆ、酒、食塩 エネルギー 497 kcal

木 チヂミ 上新粉、砂糖、ごま油 豚ひき肉、しらす干し にら、コーン缶 しょうゆ、食塩 たんぱく質 22.1 ｇ

卵の中華スープ 片栗粉 卵 たまねぎ、カットわかめ 中華スープ、しょうゆ、食塩 脂　　質 14.6 ｇ

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖) カルシウム 264 ｇ

14 昼食 御飯 米 エネルギー 435 kcal

金 さわらの煮つけ さわら しょうが みりん、しょうゆ、酒 たんぱく質 21.2 ｇ

ほうれん草の彩り和え オリーブ油、砂糖 卵、ちくわ ほうれんそう、にんじん しょうゆ 脂　　質 12.4 ｇ

さといものみそ汁 さといも 米みそ（淡色辛みそ） にんじん、ねぎ、カットわかめ 煮干だし汁 カルシウム 242 ｇ

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

17 昼食 御飯 米 エネルギー 543 kcal

月 納豆 挽きわり納豆 しょうゆ たんぱく質 27.6 ｇ

ほっけの塩焼き 油 ほっけ(開き干し) 食塩 脂　　質 18.8 ｇ

切り干し大根の煮物 砂糖 油揚げ、ちくわ 切り干しだいこん、にんじん しょうゆ、みりん カルシウム 372 ｇ

けんちん汁 さといも 木綿豆腐、豚肉(肩ロース)、油揚げ だいこん、ごぼう、ねぎ、にんじん かつおだし汁、しょうゆ、食塩

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

栄　養　価

献    　  立      　表
2022年10月
日
　
曜

時間帯 献立
材         料        名



18 昼食 わかめご飯 米 エネルギー 499 kcal

火 きのこのきんぴら 砂糖、ごま油 豚肉(ばら)、ごま
ごぼう、れんこん、にんじ
ん、しめじ、まいたけ、干
ししいたけ

しょうゆ たんぱく質 11.8 ｇ

大学芋 さつまいも、砂糖、油 ごま しょうゆ 脂　　質 14.8 ｇ

ショウガのスープ 片栗粉
はくさい、かぶ、にんじ
ん、かぶ・葉、しょうが 中華だしの素、食塩 カルシウム 249 ｇ

牛乳 牛乳

19 昼食 御飯 米 エネルギー 567 kcal

水 れんこんのハンバーグ パン粉 牛ひき肉、牛乳、卵 れんこん、たまねぎ ケチャップ、食塩、こしょう たんぱく質 23.3 ｇ

スパゲティーのサラダ スパゲティー、マヨネーズ、オリーブ油 卵、ハム きゅうり、にんじん 食塩 脂　　質 21.2 ｇ

ポトフ じゃがいも ウインナー たまねぎ、にんじん、しめじ コンソメ、食塩 カルシウム 217 ｇ

牛乳 牛乳

20 昼食 御飯 米 エネルギー 528 kcal

木 ビーフンと野菜のソテー ビーフン、油、ごま油 ベーコン
たまねぎ、にんじん、ピー
マン、干ししいたけ 酒、しょうゆ、コンソメ たんぱく質 15.4 ｇ

かぼちゃのサラダ マヨネーズ ツナ油漬缶 かぼちゃ、たまねぎ、にんじん 食塩 脂　　質 17.7 ｇ

赤みそ汁 米みそ（赤色辛みそ）、かまぼこ たまねぎ、にんじん、カットわかめ かつお・昆布だし汁、食塩 カルシウム 236 ｇ

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

21 昼食 きつねうどん 干しうどん、砂糖 油揚げ、なると ねぎ、たまねぎ、にんじん、干ししいたけ
かつお・昆布だし汁、しょ
うゆ、みりん、食塩

エネルギー 625 kcal

金 牛肉とごぼうの甘辛煮 さつまいも 牛肉(もも) ごぼう、れんこん、にんじん 酒、しょうゆ、みりん たんぱく質 22.6 ｇ

キャベツの胡麻和え 砂糖 ごま キャベツ、きゅうり、にんじん 酢、しょうゆ 脂　　質 25.8 ｇ

クレープ ホットケーキ粉、マーガリン ホイップクリーム、牛乳 パイナップル カルシウム 374 ｇ

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

24 昼食 手巻き寿司 米、砂糖 卵(厚焼き卵)、かにかまぼこ、ツナ油漬缶 だいこん（たくあん）、きゅうり 酢、食塩 エネルギー 522 kcal

月 鶏肉の照焼 油、小麦粉、砂糖、片栗粉 鶏もも肉 しょうが しょうゆ、みりん たんぱく質 25.5 ｇ

白みそ汁 絹ごし豆腐、白みそ、かまぼこ とうがん、にんじん、ねぎ、干ししいたけ かつお・昆布だし汁、しょうゆ、食塩 脂　　質 15.7 ｇ

キウイフルーツ キウイフルーツ カルシウム 249 ｇ

牛乳 牛乳
25 昼食 御飯 米 エネルギー 555 kcal

火 ふりかけ たんぱく質 22 ｇ

さんまの蒲焼 砂糖 さんま 本みりん、しょうゆ 脂　　質 21.2 ｇ

牛肉と蓮根のオイスター炒め 油、砂糖 牛肉(もも) れんこん、にんじん、たまねぎ、にんにく オイスターソース、酒、しょうゆ、食塩 カルシウム 252 ｇ

さつま汁 さつまいも 豚肉(肩)、米みそ（淡色辛みそ） だいこん、にんじん、ねぎ、なめこ かつお・昆布だし汁

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

26 昼食 ぶどうぱん ぶどうパン エネルギー 572 kcal

水 からいもコロッケ さつまいも、油、小麦粉、パン粉 豚ひき肉、卵、牛ひき肉 たまねぎ ウスターソース、食塩、こしょう たんぱく質 19.8 ｇ

コールスローサラダ マヨネーズ、砂糖 ハム
キャベツ、きゅうり、にんじ
ん、コーン（冷凍） 酢、食塩 脂　　質 22.6 ｇ

ミネストローネスープ マカロニ・スパゲティー、油 ベーコン
トマト、たまねぎ、キャベ
ツ、にんじん、にんにく 食塩、コンソメ カルシウム 272 ｇ

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

27 昼食 御飯 米 エネルギー 526 kcal

木 回鍋肉 砂糖、油 豚肉(肩ロース)、米みそ（淡色辛みそ） キャベツ、にんじん、しいたけ、ピーマン 酒、しょうゆ たんぱく質 19.9 ｇ

もやしと人参のナムル ごま油 ごま もやし、きゅうり、にんじん しょうゆ 脂　　質 15.6 ｇ

小松菜のスープ ごま油 鶏ひき肉 こまつな、たまねぎ、にんじん、しめじ 中華スープ、食塩 カルシウム 307 ｇ

杏仁豆腐 砂糖 牛乳 もも缶、みかん缶、かんてん シナモン
ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)

28 昼食 コーンラーメン 生中華めん、ごま油 なると もやし、コーン缶、ねぎ、生わかめ 中華スープ、しょうゆ、食塩、こしょう エネルギー 480 kcal

金 白菜のぎょうざ ぎょうざの皮、油 豚ひき肉 はくさい、にら たんぱく質 20.9 ｇ

ひじきのマリネ オリーブ油 ツナ水煮缶 きゅうり、れんこん、にんじん、ひじき 酢、みりん、しょうゆ、食塩 脂　　質 15.4 ｇ

牛乳 牛乳 カルシウム 243 ｇ

31 昼食 ナン ナン エネルギー 609 kcal

月 ドライカレー 油、小麦粉、砂糖 豚ひき肉、牛ひき肉、だいず水煮缶詰 たまねぎ、にんじん、にんにく、しょうが
カレールウ、ケチャップ、
ウスターソース、コンソメ

たんぱく質 25.4 ｇ

たこさんウインナー ウインナー 脂　　質 29.5 ｇ

レタスのサラダ レタス、きゅうり、ブロッコリー、コーン缶 ノンオイル和風ドレッシング カルシウム 270 ｇ

オニオンスープ ベーコン たまねぎ、キャベツ、にんじん パセリ粉、コンソメ、食塩

ヨーグルト牛乳 牛乳、ヨーグルト(加糖)


