
様式F101
2021年09月 献    　  立      　表 水呑こども園(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

01 身体計測（0.1.3.5歳児） 610.2(515.5)

水 17.4(14.7)

18.2(15.0)

2.5(2.1)

02 身体計測（2.4歳児） 532.0(515.7)

木 18.6(23.6)

12.1(13.8)

1.8(1.7)

03 避難訓練 484.0(444.3)

金 布団の持ち帰り 17.1(15.8)

10.5(11.3)

3.7(2.9)

04 94.6(171.1)

土 1.0(4.2)

4.9(8.2)

0.0(0.1)

06 591.8(518.9)

月 23.9(20.7)

18.4(14.9)

2.0(1.5)

07 627.6(534.3)

火 24.0(19.0)

24.3(22.7)

2.5(2.1)

08 672.3(539.5)

水 22.1(17.6)

23.7(18.9)

2.6(1.9)

09 交通安全指導 478.4(440.8)

木 19.4(19.1)

7.8(9.9)

2.1(1.8)

10 布団の持ち帰り 647.4(524.4)

金 22.8(16.9)

18.2(13.8)

3.3(2.4)

11 212.8(257.9)

土 9.3(9.1)

11.3(12.3)

0.7(0.6)

13 体重計測（0歳） 494.6(460.6)

月 18.1(17.4)

11.8(13.1)

2.6(2.3)

14 陸上競技場（3～5歳児） 728.3(625.9)

火 20.8(17.4)

27.8(25.0)

3.4(2.9)

15 体重計測（1歳） 563.3(410.9)

水 24.0(16.3)

15.9(9.2)

1.9(1.3)

16 陸上競技場（3～5歳児） 543.8(485.1)

木 わくわく会（プレゼントのみ） 19.1(17.0)

14.5(15.5)

2.4(2.2)

17 陸上競技場（3～5歳児） 523.2(529.6)

金 布団の持ち帰り 19.0(23.4)

11.2(15.7)

2.1(1.7)

18 473.5(451.9)

土 14.4(15.3)

6.2(9.5)

1.8(1.7)

21 絵本の返却 547.7(508.5)

火 運動会前日準備 21.2(17.6)

19.7(17.8)

2.2(1.9)

22 運動会 597.9(532.5)

水 21.6(17.8)

30.9(27.9)

2.6(2.1)

24 運動会予備日 614.8(538.4)

金 17.1(14.5)

17.9(14.5)

1.8(1.4)

25 639.1(599.6)

土 21.8(18.1)

21.9(23.7)

2.3(2.0)

27 英語教室（4.5歳児） 641.3(563.6)

月 誕生会 25.0(21.0)

25.8(22.3)

1.6(1.5)

28 636.8(508.0)

火 26.5(20.0)

17.8(13.6)

1.7(1.2)

29 英語教室（4.5歳児） 525.2(450.7)

水 職員会　17：30～ 15.3(13.3)

9.5(8.5)

1.7(1.4)

30 絵本の貸し出し 548.1(441.4)

木 21.4(18.9)

16.3(12.8)

3.0(2.6)

牛乳、
キャロットケーキ

ごはん、豚汁、納豆の磯和え、バナナ 米、さつまいも、◎三温
糖、○油、油、○砂糖

○牛乳、木綿豆腐、豚肉(も
も)、挽きわり納豆、○豆乳、中
みそ、油揚げ、いわし(煮干
し)、◎牛乳

◎ぶどう天然果汁、バナナ、だい
こん、板こんにゃく、にんじん、○
にんじん、ねぎ、ごぼう、のり佃煮、
◎かんてんクック

牛乳、
グレープ寒

牛乳、
ホイルケーキ

ごはん、豆腐の味噌汁、若鶏のねぎソースかけ、茹野
菜、パイナップル（0.1歳児はパイン缶）

米、◎食パン、○三温
糖、片栗粉、油、◎マー
ガリン、三温糖、◎グラ
ニュー糖、ごま、ごま油、
◎ごま（乾）

○牛乳、○豆乳、若鶏肉（角
切り）、木綿豆腐、○生クリー
ム、中みそ、いわし(煮干し)、
◎牛乳

パイナップル、キャベツ、たまね
ぎ、ねぎ、にんじん、○レモン果
汁、わかめ（乾）、パイン缶

しょうゆ、酒、食塩 牛乳、
セサミトースト

牛乳、
豆乳レアケーキ

ごはん、すまし汁、炒めビーフン、スティックきゅうり、バ
ナナ

米、○小麦粉、ビーフ
ン、◎小麦粉、◎三温
糖、○三温糖、油

○牛乳、豚肉(もも)、○卵、○
チーズ、◎卵、◎バター、○バ
ター、いわし(煮干し)、◎牛乳

バナナ、キャベツ、たまねぎ、きゅ
うり、にんじん、ピーマン、干ししい
たけ、しょうが

しょうゆ、食塩 牛乳、
マドレーヌ

雨天の場合
牛乳、
どらやき

ごはん、手まり麩のすまし汁、しらすとコーンのパスタ、
フライドポテト、果物盛り合わせ

米、じゃがいも、◎三温
糖、油、手まり麩

○牛乳、しらす干し、いわし(煮
干し)、◎牛乳

トマト、みかん缶、パイン缶、キャベ
ツ、コーン（冷凍）、○いちごジャ
ム、にんにく

しょうゆ、食塩 牛乳、
蒸しパン

牛乳、
ジャムパイ

雨天の場合
パン給食、コンソメスープ、ウインナー、マカロニサラ
ダ、冷凍みかん

マヨネーズ、○砂糖、◎
グラニュー糖、○油

○牛乳、ウインナー、○つぶし
あん（砂糖添加）、シーチキ
ン、○卵、◎牛乳

冷凍みかん しょうゆ、食塩、コ
ンソメ

雨天の場合
牛乳、
パルミエ

麦茶、
レタスチャーハン

二色そぼろ丼、味噌汁、小松菜の浸し、パイナップル
（0.1歳児はパイン缶）

米、◎じゃがいも、○マヨ
ネーズ、三温糖、◎油

○牛乳、卵、鶏ひき肉、麦み
そ、油揚げ、○ピザ用チーズ、
○ベーコン、いわし(煮干し)、
糸削り節、◎牛乳

パイナップル、こまつな、かぼ
ちゃ、○ねぎ、にんじん、わかめ
（乾）、パイン缶

しょうゆ、みりん、
◎食塩、食塩

牛乳、
フライドポテト

牛乳、
ねぎマヨピザ

ごはん、すまし汁、鶏肉のいなか煮、キャベツの即席
漬、バナナ

米、じゃがいも、○米、三
温糖、○油、油

鶏もも肉、○卵、◎スライス
チーズ、○しらす干し、いわし
(煮干し)、糸削り節、◎牛乳

バナナ、キャベツ、たまねぎ、板こ
んにゃく、○レタス、にんじん、ね
ぎ、○こんぶ佃煮、干ししいたけ、
レモン果汁

しょうゆ、本みり
ん、食塩

牛乳、
チーズカナッペ

牛乳、
パイン寒

ごはん、味噌汁、煮魚（さば）（0.1歳児は赤魚）、ごま
酢あえ、かぼちゃの甘煮、冷凍みかん

米、○三温糖、○片栗
粉、三温糖、◎白玉麩、
◎油、◎グラニュー糖、
ごま（乾）

○豆乳、生さば（切り身）、麦
みそ、油揚げ、○きな粉、いわ
し(煮干し)、◎牛乳、あかうお

冷凍みかん、かぼちゃ、キャベツ、
きゅうり、もやし、にんじん、しょう
が、わかめ（乾）、◎あおのり

しょうゆ、酢、みり
ん、食塩

牛乳、
あられ麩

麦茶、
豆乳くずもち

ごはん、コンソメスープ、豚肉と野菜のカレー炒め、フ
ライドポテト、バナナ

米、じゃがいも、◎食パ
ン、油、○三温糖、片栗
粉、三温糖

○牛乳、豚肉(もも)、◎バ
ター、◎粉チーズ、◎牛乳

○パイナップル（天然果汁）、バナ
ナ、たまねぎ、キャベツ、にんじ
ん、ピーマン、干ししいたけ

しょうゆ、食塩、コ
ンソメ、カレー粉

牛乳、
トーステッドチー
ズスティック

牛乳、
沖縄風揚げ菓子

ごはん、味噌汁、赤魚の五目あんかけ、きゅうりと大根
の即席漬、オレンジ

米、油、小麦粉・薄力
粉、片栗粉、三温糖、○
砂糖

○牛乳、あかうお、◎カルピ
ス、○豆乳、麦みそ、○きな
粉、いわし(煮干し)、かつお節

オレンジ、たまねぎ、もやし、だい
こん、きゅうり、◎みかん缶、にんじ
ん、ピーマン、干ししいたけ、わか
め（乾）、◎かんてんクック

しょうゆ 麦茶、
乳酸菌入り寒天

牛乳、
きな粉入り豆乳
蒸しパン

ごはん、コンソメスープ、ハッシュ・ド・ビーフ、大根と
きゅうりの和風サラダ、梨

米、○小麦粉、◎食パ
ン、小麦粉・薄力粉、○
油、油、○三温糖、◎
マーガリン、◎グラニュー
糖、三温糖

○牛乳、牛肉(もも)、○卵、バ
ター、◎牛乳

たまねぎ、なし、だいこん、にんじ
ん、きゅうり、トマトピューレ、しめ
じ、グリンピース（冷凍）、レモン果
汁

しょうゆ、ケチャッ
プ、ワイン（赤）、ウ
スターソース、酢、
食塩、コンソメ

牛乳、
シュガートースト

牛乳、
じゃこのせトース
ト

ごはん、すまし汁、鮭のさざれ焼、キャベツのレモン酢
和え、にんじんの甘煮、オレンジ

米、○米、マヨネーズ、
○三温糖、パン粉、三温
糖、ごま油、○ごま（乾）

生さけ（切り身）、○油揚げ、し
らす干し、いわし(煮干し)、◎
牛乳

オレンジ、キャベツ、にんじん、きゅ
うり、レモン果汁、○にんじん、◎
いちごジャム、カットわかめ、○こ
んぶ（だし用）

○酢、しょうゆ、○
しょうゆ、○みり
ん、食塩、○食塩

牛乳、
クラッカージャム
サンド

麦茶、
いなり寿司

弁当日
○食パン、○マヨネー
ズ、◎サフラワー油

○牛乳、◎豆乳、○しらす干
し、◎牛乳

◎クリームコーン缶、◎パセリ 牛乳、
コーンのカップ
ケーキ

麦茶、
きのこ混ぜピラフ

ごはん、親子うどん、短冊サラダ、パイナップル（0.1歳
児はパイン缶）

米、干しうどん、○コーン
フレーク、◎砂糖、油、三
温糖、ごま油

○牛乳、卵、鶏もも肉（皮付
き）、○バター、かつお節、◎
牛乳

◎りんご天然果汁、パイナップル、
きゅうり、たまねぎ、にんじん、だい
こん、えのきたけ、コーン缶、ね
ぎ、こんぶ（だし用）、カットわか
め、パイン缶

しょうゆ、酢、みり
ん

牛乳、
りんご寒

牛乳、
洋風おこし

ごはん、すまし汁、焼魚（鮭）、中華あえ、かぼちゃのそ
ぼろ煮、オレンジ

米、○米、◎マカロニ、
◎砂糖、三温糖、油、ご
ま油、○サフラワー油

生さけ（切り身）、鶏ひき肉、◎
きな粉、油揚げ、いわし(煮干
し)、○バター、◎牛乳

オレンジ、だいこん、かぼちゃ、
きゅうり、たまねぎ、○にんじん、○
しめじ、○しいたけ、○グリンピー
ス（冷凍）、○えのきたけ、にんじ
ん、○にんにく

しょうゆ、酢、みり
ん、食塩、○食
塩、○しょうゆ、◎
食塩

牛乳、
マカロニのあべ
かわ風

牛乳、
たこボール

ごはん、味噌汁、豆腐のまり揚げ、酢のもの、粉ふきい
も、バナナ

米、じゃがいも、○食パ
ン、片栗粉、○マーガリ
ン、油、三温糖、◎三温
糖、○砂糖、ごま油

○牛乳、木綿豆腐、鶏ひき
肉、麦みそ、ハム、卵、○きな
粉、いわし(煮干し)、◎牛乳

◎オレンジ天然果汁、バナナ、
きゅうり、キャベツ、にんじん、たま
ねぎ、ねぎ、しょうが、わかめ（乾）

しょうゆ、酢、みり
ん、食塩

牛乳、
オレンジ寒

牛乳、
きな粉ラスク

ごはん、すまし汁、卵とじ、ごまきゅうり、かぼちゃのオ
イル焼き、オレンジ

米、○小麦粉、○油、
油、◎グラニュー糖、三
温糖、ごま

○牛乳、卵、○木綿豆腐、鶏
もも肉（皮付き）、○たこ(茹)、
○卵、いわし(煮干し)、◎牛乳

オレンジ、きゅうり、キャベツ、かぼ
ちゃ、たまねぎ、にんじん、○キャ
ベツ、しいたけ、○ねぎ、ねぎ、○
あおのり

しょうゆ、食塩、○
食塩

牛乳、
シュガーパイ

麦茶、
豆乳ババロア

ごはん、味噌汁、赤魚のコーンソースかけ、ベーコンと
チンゲン菜の炒めもの、粉ふきいも、冷凍みかん

米、じゃがいも、油、小麦
粉・薄力粉

○牛乳、あかうお、○乳酸菌
飲料、牛乳、◎あずき（ゆで）、
麦みそ、ベーコン、バター、い
わし(煮干し)、◎牛乳

冷凍みかん、キャベツ、○みかん
缶、チンゲンサイ（ゆで）、○レモン
果汁、にんじん、たまねぎ、クリー
ムコーン缶、コーン缶、わかめ
（乾）、パセリ

食塩、パセリ粉 牛乳、
小倉蒸しパン

牛乳、
乳酸菌入りヨー
グルト

弁当日
◎じゃがいも、○三温糖 ○豆乳、○生クリーム(乳脂

肪)、◎バター、◎牛乳
○みかん缶、○みかん缶（液汁） 牛乳、

じゃがいものバ
ター焼き

麦茶、
納豆チャーハン

ごはん、味噌汁、ひじきのオムレツ、茹キャベツ、スパ
ゲティソテー、オレンジ

米、○干しうどん、◎砂
糖、油、片栗粉、三温糖

卵、麦みそ、豚ひき肉、牛ひき
肉、○かまぼこ、いわし(煮干
し)、○かつお節、◎牛乳

オレンジ、キャベツ、たまねぎ、し
めじ、ピーマン、ねぎ、にんじん、
◎レモン果汁、しいたけ、ひじき、
○ねぎ、わかめ（乾）、○こんぶ（だ
し用）、○カットわかめ

○しょうゆ、ケ
チャップ、しょうゆ、
○みりん、食塩

牛乳、
みかん寒天

牛乳、
レモンゼリー

麦茶、
冷やしうどん

ごはん、すまし汁、さばの味噌焼き（0.1歳児は赤魚）、
小松菜とひじきの和え物、かぼちゃの甘煮、バナナ

米、◎じゃがいも、○米、
はちみつ、○油、三温
糖、ごま（乾）、ごま油

生さば（切り身）、○卵、○挽き
わり納豆、中みそ、いわし(煮
干し)、◎牛乳、あかうお

バナナ、かぼちゃ、こまつな、○ね
ぎ、にんじん、コーン（冷凍）、しょう
が、芽ひじき

しょうゆ、○しょう
ゆ、食塩、◎食
塩、○食塩

牛乳、
スティックポテト

ごはん、コンソメスープ、トマトとなすのスパゲッティ、フ
ライドかぼちゃ、梨

かぼちゃ、なし、トマト、○みかん
缶、なす、たまねぎ、ピーマン、○
レモン果汁、○かんてん（粉）

しょうゆ、コンソメ、
食塩

牛乳、
ラスク

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、すまし汁、なすと豚肉の味噌炒め、フライドお
さつ、梨

【地産地消メニュー】

米、さつまいも、○米、砂
糖、◎砂糖、油、ごま油、
○ごま油、○ごま（乾）

◎ヨーグルト(無糖)、生揚げ、
豚肉(もも)、中みそ、○しらす
干し、いわし(煮干し)

なし、◎バナナ、なす、たまねぎ、
○こまつな、ピーマン、にんじん

しょうゆ、みりん、
食塩、○しょうゆ、
○食塩

麦茶、
バナナのヨーグ
ルトあえ

米、◎食パン、○三温
糖、◎グラニュー糖、油

○牛乳、ベーコン、粉チーズ、
◎牛乳

✿

✿

麦茶、
じゃこ菜めし

牛乳、
みたらしポテト

ごはん、コンソメスープ、豚肉のソース煮、野菜ソ
テー、スティックきゅうり、冷凍みかん

米、○じゃがいも、○三
温糖、三温糖、油、片栗
粉、○片栗粉

○牛乳、豚肉(もも)、◎しらす
干し（半乾燥）、ベーコン、◎
牛乳

冷凍みかん、たまねぎ、キャベツ、
◎バナナ、きゅうり、ピーマン、に
んじん、しょうが

しょうゆ、ウスター
ソース、○しょう
ゆ、食塩、コンソメ

牛乳、
しらすのカリカ
リ、
果物


