
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 調味料

ゆかり御飯 牛乳 エネルギー553kcal

1 納豆のおとし揚げ スイートポテト たんぱく質17.2ｇ

15 きゅうりの昆布あえ （さつまいも、砂糖、 脂質14.1ｇ

29 五目汁 　　　    　　　　豆乳、ごま） 塩分1.5ｇ

梨

ハムチーズサンド 麦茶 エネルギー534kcal

2 ミートボールのカレー煮 ビスケット たんぱく質20.9ｇ

16 野菜スープ ヨーグルト（ブルーベリー） 脂質18.6ｇ

30 バナナ ※せんべい、豆乳ヨーグルト 塩分2.2ｇ

☆１６日誕生日会ロールケーキ

※おにぎり

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー590kcal

3 さばのみそ煮 ケチャップライス たんぱく質23.3ｇ

17 白菜とツナのごま和え (米、鶏ひき肉、玉葱、人参、 脂質17.2ｇ

すまし汁、りんご 　　ピーマン、ケチャップ、塩、油） 塩分1.7ｇ

フォーラーメン 牛乳 エネルギー554kcal

4 もやしとわかめのナムル 大学芋 たんぱく質21.4ｇ

18 ちくわの磯焼き （さつまいも、砂糖、黒ごま、 脂質17.5ｇ

パイン缶 　　　       　減塩しょうゆ、油） 塩分1.6ｇ

豚丼 牛乳 エネルギー554kcal

5 ほうれん草のおかか和え ジャムサンド（いちご） たんぱく質21.5ｇ

19 豆腐スープ (食パン、いちごジャム） 脂質13.2ｇ

バナナ ※おにぎり 塩分1.5ｇ

ミートスパゲティー 牛乳 エネルギー573kcal

7 じゃが芋のチーズ焼き ポップコーン たんぱく質19.9ｇ

21 かぶのスープ 脂質18.0ｇ

バナナ 塩分2.1ｇ

さつまいもとじゃこご飯 牛乳 エネルギー576kcal

8 火 切干し大根と里芋の旨煮 ごまドーナツ たんぱく質18.1ｇ

28 月 もやしのゆかりあえ （ホットケーキ粉、木綿豆腐、 脂質17.2ｇ

みそ汁、りんご 　  　　　　　　黒ごま、砂糖、油） 塩分1.9ｇ

ごはん（麦入り） 牛乳 エネルギー580

9 ししゃもの唐揚 ココア蒸しパン たんぱく質20.5ｇ

23 小松菜の煮浸し （ホットケーキ粉、豆乳、 脂質17.4ｇ

五目汁、パイン缶         　　　砂糖、ココア、油） 塩分1.6ｇ

ロールパン 牛乳 エネルギー575kcal

10 ハンバーグ 焼きおにぎり たんぱく質24.7ｇ

24 ほうれん草とベーコンのソテー （米、減塩しょうゆ、 脂質19.5ｇ

ポトフ、梨                 かつお節、油） 塩分1.9ｇ

おさつカレー 牛乳 エネルギー574kcal

11 キャベツとりんごのサラダ せんべい たんぱく質17.9ｇ

25 はるさめスープ キャンディーチーズ 脂質16.2ｇ

パイン缶 ※せんべい、バナナ 塩分2.3ｇ

ピラフ 牛乳 エネルギー556kcal

12 ポテトサラダ ホットケーキ たんぱく質15.8ｇ

26 チキンスープ （ホットケーキ粉、牛乳、油、 脂質15.6ｇ

バナナ 　　　　　　    　メープルシロップ） 塩分1.6ｇ

ゴマごはん 牛乳 エネルギー619kcal

ハロウィン・ハンバーグ（さば） フルーツゼリー たんぱく質19.8ｇ

添え　ブロッコリー 脂質18.8ｇ

大学かぼちゃ 塩分1.3ｇ

マカロニスープ、パイン缶

２０１９年　１０月　　献  立  表

☆おいしくて、安全な給食を提供する為に、食材や天候によって内容を変更する場合がございます。

※印はアレルギー対応食です。

ミルキーホーム本八幡みなみ園

（とうもろこし玄穀、塩、油）

水

木

金

土

木31

火

曜

木

金

土

月

日

米、片栗粉、砂

糖、押麦、油、マカ

ロニ、ごま

牛乳、豚ひき肉、さば

(水煮缶)、ベーコン

南瓜、パイン缶、玉葱、ブ

ロッコリー、キャベツ、みかん

缶、パイン缶、もも缶、人

参、粉寒天、にんにく、しょ

うが

ケチャップ、食

塩、コンソメ、減

塩しょうゆ

食パン、じゃがい

も、マーガリン、米

粉、片栗粉、油

（みかん缶、もも缶、パイン缶、

粉寒天、砂糖）

ヨーグルト(無糖)、豚

ひき肉、スライスチー

ズ、ハム

玉葱、バナナ、人参、ほう

れん草、ブルーベリージャ

ム、コーン缶、グリンピース

コンソメ、カレー

粉、食塩

牛乳、豚肉、ちくわ

献立 3時おやつ 栄養価

米、さつまいも、さと

いも、米粉、砂

糖、押麦、油、ご

ま

牛乳、納豆、豆乳、

鶏もも肉

梨、きゅうり、大根、コーン

缶、人参、えのき茸、塩こ

んぶ

かつおだし汁、減

塩しょうゆ、食塩

材         料        名

パイン缶、もやし、人参、

コーン缶、万能ねぎ、カット

わかめ、青のり

減塩しょうゆ、鶏

がら、食塩

米、食パン、押

麦、油、片栗粉

牛乳、木綿豆腐、豚

肉、かつお節

バナナ、もやし、ほうれん

草、玉葱、人参、ねぎ、

小松菜、いちごジャム、

カットわかめ、にんにく、しょ

うが

減塩しょうゆ、鶏

がら、食塩

さつまいも、米粉め

ん、砂糖、油、ご

ま、黒ごま、ごま油

米、押麦、すりご

ま、砂糖、油

牛乳、さば、木綿豆

腐、鶏ひき肉、ツナ油

漬缶、減塩みそ

白菜、りんご、人参、玉

葱、ねぎ、ピーマン、カット

わかめ、しょうが

かつおだし汁、ケ

チャップ、減塩

しょうゆ、みりん、

食塩

米、里芋、ホット

ケーキ粉、さつまい

も、押麦、黒ごま、

砂糖、油

牛乳、木綿豆腐、減

塩みそ、油揚げ、しら

す干し

りんご、もやし、なめこ、人

参、切り干し大根、ねぎ、

さやえんどう

かつおだし汁、減

塩しょうゆ、みり

ん、食塩

じゃがいも、スパゲ

ティ、とうもろこし

（玄穀）、油、砂

糖

牛乳、豚ひき肉、とろ

けるチーズ、ベーコン、

バター

バナナ、人参、玉葱、コー

ン缶、かぶ、かぶの葉

ケチャップ、ウス

ターソース、減塩

しょうゆ、コンソ

メ、食塩、パセリ

粉

米、ロールパン、

じゃがいも、片栗

粉、油、砂糖

牛乳、豚ひき肉、鶏

もも肉、ベーコン、か

つお節

梨、玉葱、ほうれん草、

キャベツ、コーン缶、人参

ケチャップ、中濃

ソース、コンソメ、

減塩しょうゆ、食

塩

牛乳、ししゃも、調製

豆乳、油揚げ

パイン缶、小松菜、大

根、人参、しめじ、えのき

茸

かつおだし汁、か

つお・昆布だし

汁、減塩しょう

ゆ、みりん、食塩

米、じゃがいも、

ホットケーキ粉、マ

ヨネーズ、メープル

シロップ、油

牛乳、ツナ油漬缶、

鶏ひき肉、豚ひき肉

バナナ、人参、きゅうり、玉

葱、えのき茸、かぶ、かぶ

の葉、ピーマン

コンソメ、食塩、

カレー粉

水

米、ホットケーキ

粉、里芋、押麦、

油、片栗粉、砂糖

米、さつまいも、押

麦、はるさめ、油、

ごま

牛乳、豚肉、チーズ 玉葱、パイン缶、キャベ

ツ、人参、りんご、白菜、

干しぶどう

カレールウ、酢、

鶏がら、食塩





様式F101
2019年10月 献    　  立      　表 ミルキーホーム本八幡みなみ園(一般)

エネルギー
たんぱく質

　脂質／塩分
 (  )は未満児

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 調味料

29 553.0(0.0)

火 17.2(0.0)

14.1(0.0)

1.5(0.0)

30 534.8(0.0)

水 20.9(0.0)

18.6(0.0)

2.2(0.0)

31 619.7(0.0)

木 19.8(0.0)

18.8(0.0)

1.3(0.0)

牛乳、スイートポ
テト

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

10時おやつ 3時おやつ

○ヨーグルト(無糖)、豚ひき
肉、スライスチーズ、ハム

たまねぎ、バナナ、にんじ
ん、ほうれんそう、○ブルー
ベリージャム、コーン缶、グリ
ンピース

洋風だしの素、カレー粉、
食塩

行事

ゆかり御飯、納豆のおとし揚げ、
きゅうりの昆布あえ、五目汁、梨

米、○さつまいも、さといも
（冷凍）、米粉、○砂糖、押
麦、油、○油、ごま、○ごま

○牛乳、納豆、○豆乳、鶏
もも肉

なし、きゅうり、だいこん、
コーン缶、にんじん、えのき
たけ、塩こんぶ

かつおだし汁、減塩しょう
ゆ、食塩

お茶・麦茶、ビス
ケット、ヨーグル
ト（ブルーベ
リー）

ゴマごはん、ハロウィン・ハン
バーグ（さば）、添え　ブロッコ
リー、大学かぼちゃ、マカロニ
スープ、パイン缶

米、片栗粉、砂糖、押麦、
油、○砂糖、マカロニ、ごま

○牛乳、豚ひき肉、さば(水
煮缶)、ベーコン

かぼちゃ、パイン缶、たまね
ぎ、ブロッコリー、キャベツ、
○みかん缶、○パイン缶、
○もも缶（黄桃）、にんじん、
○粉かんてん、にんにく、

ケチャップ、食塩、洋風だし
の素、減塩しょうゆ

牛乳、フルーツ
ゼリー

ハムチーズサンド、ミートボール
のカレー煮、野菜スープ（ほうれ
ん草）、バナナ

食パン、じゃがいも、マーガ
リン、米粉、片栗粉、油



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 調味料

ごはん（麦入り） エネルギー392kcal

1 豚肉と野菜のごま炒め たんぱく質14.7ｇ

15 はるさめサラダ 脂質7.8ｇ

29 わかめスープ 塩分1.1ｇ

バナナ

三色そぼろ丼 エネルギー378kcal

2 ちくわ磯辺揚げ たんぱく質13.7ｇ

16 すまし汁 脂質9.3ｇ

30 りんご 塩分1.7ｇ

ごはん（麦入り） エネルギー412kcal

3 煮込みハンバーグ たんぱく質13.8ｇ

17 ほうれん草とベーコンのソテー 脂質11.4ｇ

チキンスープ、パイン缶 塩分1.5ｇ

ごはん（麦入り） エネルギー356kcal

4 豆腐のカレーあん たんぱく質11.8ｇ

18 きゅうりの酢の物 脂質5.0ｇ

みそ汁、バナナ 塩分1.7ｇ

ごはん（麦入り） エネルギー359kcal

5 鶏肉のマーマレード焼き たんぱく質16.5ｇ

19 野菜炒め 脂質6.7ｇ

みそ汁、りんご 塩分1.4ｇ

ごはん（麦入り） エネルギー343kcal

7 さけの塩焼き たんぱく質17.7ｇ

21 きんぴらごぼう 脂質6.5ｇ

けんちん汁、りんご 塩分1.1ｇ

ごはん（麦入り） エネルギー407kcal

8 火 ひき肉の春巻き たんぱく質14.1ｇ

28 月 ほうれん草のナムル 脂質12.1ｇ

わかめスープ、キウイフルーツ 塩分1.3ｇ

わかめ御飯 エネルギー312kcal

9 大根と鶏肉の煮物 たんぱく質12.2ｇ

23 ブロッコリーのごまあえ 脂質4.2ｇ

豚汁、梨 塩分1.6ｇ

ハヤシライス エネルギー399kcal

10 きゅうりとささみのごまサラダ たんぱく質14.0ｇ

24 野菜スープ 脂質8.7ｇ

キウイフルーツ 塩分2.0ｇ

ごはん（麦入り） エネルギー394kcal

11 たらの磯辺焼き たんぱく質17.8ｇ

25 炒り豆腐 脂質8.4ｇ

みそ汁、バナナ 塩分1.4ｇ

ごはん（麦入り） エネルギー363kcal

12 豚肉とキャベツのみそ炒め たんぱく質13.6ｇ

26 ひじきの煮物 脂質9.1ｇ

みそ汁、りんご 塩分1.5ｇ

ごはん（麦入り） エネルギー379kcal

鶏のから揚げ たんぱく質17.0ｇ

キャベツの香り漬け 脂質9.2ｇ

豚汁、キウイフルーツ 塩分1.1ｇ

＜夕食＞

日 曜 献立
材         料        名

栄養価

火

米、はるさめ、押麦、

油、ごま、砂糖、ごま油

豚肉、ハム バナナ、玉葱、きゅうり、

ねぎ、人参、コーン缶、

カットわかめ、にんにく、

しょうが

減塩しょうゆ、酢、鶏

がら、食塩

水

米、押麦、砂糖、油、

小麦粉、焼ふ、ごま油

ちくわ、豚ひき肉 りんご、人参、ほうれん

草、ねぎ、青のり

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、食塩

木

米、片栗粉、押麦、

油、砂糖

豚ひき肉、鶏ひき

肉、ベーコン

パイン缶、ほうれん草、

玉葱、キャベツ、コーン

缶、人参

ケチャップ、ウスターソー

ス、食塩、コンソメ

金

米、押麦、片栗粉、砂

糖、油

木綿豆腐、減塩み

そ、ちくわ、油揚げ

バナナ、玉葱、きゅうり、

人参、しめじ、小松菜、

カットわかめ

かつおだし汁、みりん、

酢、減塩しょうゆ、食

塩、カレー粉

土

米、押麦、片栗粉、砂

糖、油

鶏もも肉、減塩み

そ、ベーコン、油揚げ

りんご、もやし、玉葱、

コーン缶、キャベツ、人

参、なめこ、マーマレード

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、食塩

月

米、押麦、ごま油、砂

糖

さけ、木綿豆腐、鶏

もも肉、豚ひき肉、

油揚げ

りんご、人参、大根、ご

ぼう、ねぎ

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、食塩

米、春巻きの皮、押

麦、油、ごま、片栗粉、

ごま油

豚ひき肉 キウイフルーツ、ほうれん

草、人参、もやし、キャベ

ツ、コーン缶、カットわか

め

減塩しょうゆ、食塩、

鶏がら、カレー粉

水

米、じゃがいも、押麦、

砂糖、すりごま、ごま油

鶏もも肉、豚肉、減

塩みそ、油揚げ

梨、大根、ブロッコリー、

人参、ねぎ、ごぼう、いん

げん、干し椎茸

かつおだし汁、減塩

しょうゆ

ハヤシルウ、減塩しょう

ゆ、コンソメ、酢、食塩

金

米、押麦、油、片栗

粉、砂糖

木綿豆腐、たら、鶏

ひき肉、減塩みそ

バナナ、玉葱、人参、い

んげん、干し椎茸、カット

わかめ、青のり

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、みりん

31 木

米、押麦、油、片栗

粉、ごま油、ごま、砂糖

鶏もも肉、豚肉、減

塩みそ、油揚げ

キウイフルーツ、大根、

キャベツ、人参、きゅう

り、ねぎ、ごぼう、レモン

果汁、しょうが、にんにく

木

米、じゃがいも、押麦、

すりごま、油、砂糖

豚肉、鶏ささみ 玉葱、キウイフルーツ、

きゅうり、人参、キャベ

ツ、マッシュルーム、コーン

缶

かつおだし汁、減塩

しょうゆ、食塩

土

米、押麦、砂糖、油、

ごま油

豚肉、減塩みそ、油

揚げ

キャベツ、りんご、人参、

玉葱、ピーマン、いんげ

ん、ひじき、ねぎ、切り干

し大根、カットわかめ、に

んにく、しょうが

かつおだし汁、減塩

しょうゆ



様式F109
2019年10月 献    　  立      　表 ミルキーホーム本八幡みなみ園(一般)

エネルギー
たんぱく質

　脂質／塩分
 (  )は未満児

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 調味料

29 392.0(110.0)

火 14.7(6.9)

7.8(4.4)

1.1(0.7)

30 378.5(98.9)

水 13.7(4.4)

9.3(3.2)

1.7(1.2)

31 379.4(119.6)

木 17.0(9.3)

9.2(6.1)

1.1(0.7)

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

10時おやつ 3時おやつ 行事

ごはん（麦入り）、豚肉と野菜の
ごま炒め、はるさめサラダ、わか
めスープ（コーン）、バナナ

米、はるさめ、押麦、油、ご
ま、砂糖、ごま油

豚肉(もも)、ハム バナナ、たまねぎ、きゅうり、
ねぎ、にんじん、コーン缶、
カットわかめ、にんにく、しょ
うが

減塩しょうゆ、酢、中華だし
の素、食塩

三色そぼろ丼、ちくわ磯辺揚
げ、麩のすまし汁（えのき）、りん
ご

米、押麦、砂糖、油、小麦
粉、焼ふ、ごま油

ちくわ、豚ひき肉 りんご、にんじん、ほうれん
そう（冷凍）、ねぎ、あおのり

かつおだし汁、減塩しょう
ゆ、食塩

ごはん（麦入り）、鶏のから揚げ、
キャベツの香り漬け（きゅうり・ご
ま）、豚汁、キウイフルーツ

米、押麦、油、片栗粉、ごま
油、ごま、砂糖

鶏もも肉、豚肉(もも)、減塩
みそ、油揚げ

キウイフルーツ、だいこん、
キャベツ、にんじん、きゅう
り、ねぎ、ごぼう（ゆで）、レモ
ン果汁、しょうが、にんにく

かつおだし汁、減塩しょう
ゆ、食塩


