
様式F101
2021年10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） 599.0(525.2)

金 硬筆教室（5歳児） 22.1(23.4)

布団の持ち帰り 21.7(18.5)

2.3(1.9)

02 478.6(448.7)

土 17.3(16.6)

9.5(11.6)

2.0(1.6)

04 身体計測（2.4歳児） 545.1(465.3)

月 21.1(16.9)

12.5(10.0)

1.9(1.4)

05 サッカー教室（4.5歳児） 659.1(561.7)

火 25.1(21.5)

23.4(21.8)

2.4(2.0)

06 英語教室（4.5歳児） 497.3(455.8)

水 19.7(19.5)

9.8(10.9)

2.5(2.3)

07 運動参観リハーサル 692.6(576.8)

木 絵本の貸し出し 20.7(16.6)

26.4(20.0)

1.8(1.3)

08 運動参観リハーサル 619.7(495.6)

金 24.5(19.1)

17.7(13.9)

1.9(1.4)

09 660.0(565.6)

土 19.0(15.7)

18.2(16.9)

2.1(1.9)

11 体重計測（0歳） 491.6(451.9)

月 絵本の返却 18.1(16.5)

9.9(10.9)

1.9(1.6)

12 632.6(508.9)

火 20.3(16.2)

23.9(19.0)

2.5(1.9)

13 632.6(529.8)

水 24.0(20.0)

17.3(14.3)

2.3(1.9)

14 運動参観（3.5歳児） 529.1(515.4)

木 18.3(18.4)

9.3(10.7)

2.0(1.6)

15 運動参観（2.4歳児） 809.0(659.5)

金 体重計測（1歳） 24.8(20.4)

布団の持ち帰り 33.4(26.0)

2.4(1.9)

16 運動参観予備日 722.9(622.0)

土 21.8(18.3)

22.5(18.2)

3.0(2.4)

18 お買い物ごっこ 671.3(585.2)

月 25.7(22.2)

26.7(22.1)

2.1(2.0)

19 591.9(543.1)

火 20.7(17.9)

19.6(18.9)

2.7(2.2)

20 秋の遠足

水 交通安全指導

21 医科健診 475.7(451.1)

木 体重計測（0歳） 18.3(18.5)

絵本の貸し出し 7.3(9.6)

2.3(1.9)

22 誕生会 685.0(622.8)

金 27.9(23.2)

25.5(24.9)

2.8(2.4)

23 418.0(419.0)

土 12.6(13.4)

6.7(8.8)

1.5(1.2)

25 英語教室（4.5歳児） 477.4(475.9)

月 絵本の返却 20.3(19.4)

4.6(9.3)

3.5(2.8)

26 避難訓練 601.7(492.3)

火 22.9(18.1)

17.6(14.1)

2.1(1.7)

27 硬筆教室（5歳児） 644.6(540.9)

水 職員会　17：30～ 25.0(20.2)

20.4(18.3)

2.6(2.2)

28 歯科健診 464.4(465.7)

木 絵本の貸し出し 14.0(13.9)

11.2(14.8)

1.7(1.4)

29 サッカー教室（4.5歳児） 865.8(710.2)

金 布団の持ち帰り 31.1(25.2)

40.0(31.6)

3.6(3.0)

30 659.5(572.3)

土 21.9(17.3)

22.5(19.0)

2.1(1.6)

✿

✿

牛乳、
かぼちゃパイ

ごはん、すまし汁、しいたけのがんもどき、ブロッコリーの浸し、さつまいも
の煮付、柿（0.1歳児はオレンジ）

米、さつまいも、○三温
糖、片栗粉、サラダ油、◎
白玉麩、◎油、◎グラ
ニュー糖、ごま（乾）、三温
糖

ハンバーガー、コンソメスープ、フライドポテト、スパゲティサラダ、プリン パン・コッペパン（学校給
食用）、じゃがいも、マヨ
ネーズ、パン粉、○砂糖、
油

○牛乳、牛ひき肉、豚ひき肉、
豆乳、牛乳、卵、スライスチー
ズ、シーチキン、○バター、◎
牛乳

キャベツ、きゅうり、たまねぎ、○
かぼちゃ、にんじん、コーン缶、
◎いちごジャム、しょうが

牛乳、
マーブルケーキ

ごはん、中華スープ、八宝菜、かえりの佃煮、みかん ◎さつまいも、米、○小麦
粉・薄力粉、○三温糖、
油、片栗粉、三温糖、ごま
油、ごま（乾）

○牛乳、豚肉(もも)、○バ
ター、○卵、かえりいりこ、◎バ
ター、◎牛乳

みかん、はくさい、たまねぎ、に
んじん、しいたけ、ピーマン、ね
ぎ、干ししいたけ、しょうが

しょうゆ、中華だしの
素、食酢（米酢）、みり
ん

牛乳、
さつまいものバ
ター焼き

しょうゆ（うすくち）、ケ
チャップ、お好みソー
ス、食塩、ウスターソー
ス・濃厚ソース、コンソ
メ

牛乳、
クラッカージャム
サンド

ごはん、味噌汁、鮭のチーズ焼き、ほうれん草と春雨のサラダ、かぼちゃ
の甘煮、バナナ

米、◎じゃがいも、○食パ
ン、マヨネーズ、はるさめ、
三温糖、◎油、○マーガリ
ン、○グラニュー糖、ごま
油、○ごま（乾）

○牛乳、生さけ（切り身）、麦み
そ、ピザ用チーズ、いわし(煮
干し)、◎牛乳

バナナ、かぼちゃ、ほうれんそ
う、たまねぎ、しめじ、にんじん、
わかめ（乾）

酢、しょうゆ、食塩、◎
食塩

3時おやつ

はくさい、なし、ほうれんそう、に
んじん、◎レモン果汁、しょうが

しょうゆ、みりん、食塩、
パセリ粉

牛乳、
レモンゼリー

牛乳、
ふかし芋

麦茶、
ヨーグルトゼリー

牛乳、
フライドポテト

牛乳、
セサミトースト

木綿豆腐、○ヨーグルト(無
糖)、○牛乳、えび、卵、いわし
(煮干し)、◎牛乳

かき、ブロッコリー、生しいたけ、
にんじん、○レモン果汁、◎あ
おのり、オレンジ

しょうゆ、みりん、食塩 牛乳、
あられ麩

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

10時おやつ

牛乳、
シュガーパイ

ごはん、すまし汁、さばのみそ煮（0.1歳児は赤魚）、はくさいとほうれん草
のごまあえ、粉ふきいも、梨

行事

米、じゃがいも、◎砂糖、
三温糖、○グラニュー糖、
ごま

○牛乳、生さば（切り身）、赤み
そ、いわし(煮干し)、◎牛乳、
あかうお

牛乳、
グレープゼリー

ごはん、味噌汁、焼豆腐の含め煮、小松菜のお浸し、オレンジ 米、◎じゃがいも、○米、
三温糖、◎マヨネーズ、
油、片栗粉、ごま油

焼き豆腐、豚ひき肉、○鶏ひき
肉、麦みそ、いわし(煮干し)、
糸削り節、◎牛乳

オレンジ、こまつな、もやし、た
まねぎ、にんじん、ねぎ、○にん
じん、○ごぼう、干ししいたけ、
わかめ（乾）、○あおのり

しょうゆ、◎ケチャッ
プ、○しょうゆ、○酒

牛乳、
じゃがいもの
オーブン焼き

○牛乳、卵、鶏もも肉（皮付
き）、麦みそ、○卵、高野豆
腐、◎ツナ油漬缶、○バター、
○きな粉、◎ピザ用チーズ、い
わし(煮干し)、糸削り節、◎牛
乳

りんご、キャベツ、たまねぎ、ほう
れんそう、にんじん、干ししいた
け、わかめ（乾）、レモン果汁

しょうゆ、食塩 牛乳、
クラッカーピザ

麦茶、
ごぼうと鶏肉の
炊き込みごはん

ごはん、すまし汁、赤魚のムニエル、短冊サラダ、かぼちゃの煮付、バナ
ナ

米、◎さつまいも、小麦粉・
薄力粉、油、三温糖、○砂
糖、ごま油

○牛乳、あかうお、いわし(煮干
し)、◎牛乳

○ぶどう天然果汁、バナナ、か
ぼちゃ、きゅうり、だいこん、コー
ン缶、にんじん

しょうゆ、酢、みりん、食
塩

牛乳、
きな粉サブレ

ごはん、すまし汁、おでん、茹ブロッコリー、みかん 米、じゃがいも、黒砂糖（粉
末）、○三温糖

牛肉(もも)、○ヨーグルト(無
糖)、うずら卵、天ぷら、◎しら
す干し、いわし(煮干し)、◎牛
乳

みかん、板こんにゃく、○バナ
ナ、だいこん、◎バナナ、ブロッ
コリー、にんじん、○もも缶、○
みかん缶、こんぶ（だし用）

しょうゆ、みりん、食塩 牛乳、
しらすのカリカ
リ、
果物

麦茶、
ヨーグルト和え

ごはん、味噌汁、高野豆腐の卵とじ、キャベツの即席漬、りんご（0歳児はり
んごのコンポート）

米、○小麦粉、○三温糖、
三温糖、油、○グラニュー
糖、◎マヨネーズ

牛乳、
りんご寒

牛乳、
マーラカオ

ごはん、ホワイトシチュー、白菜とりんごのサラダ、バナナ 米、じゃがいも、○食パン、
油、小麦粉・薄力粉、○マ
ヨネーズ、◎三温糖、三温
糖

○牛乳、鶏もも肉（皮付き）、牛
乳、バター、◎牛乳

たまねぎ、はくさい、バナナ、に
んじん、りんご、しめじ、クリーム
コーン缶、○あおのり

酢、パセリ粉、しょうゆ、
食塩、コンソメ

牛乳、
蒸しパン

○牛乳、豚肉(もも)、いわし(煮
干し)、糸削り節、◎牛乳

バナナ、もやし、きゅうり、キャベ
ツ、にんじん、たまねぎ、ねぎ、
あおのり

ウスターソース、しょう
ゆ、食塩

牛乳、
シュガートースト

牛乳、
食パンのマヨ
ネーズ焼き

ごはん、味噌汁、牛肉の甘辛煮、茹野菜、切干大根の煮付、みかん 米、○黒砂糖（粉末）、三
温糖、ごま（乾）、◎砂糖、
油

○牛乳、牛肉(もも)、○豆乳、
麦みそ、油揚げ、いわし(煮干
し)、◎牛乳

みかん、◎りんご天然果汁、
キャベツ、にんじん、切り干しだ
いこん、いんげん、わかめ（乾）

しょうゆ、みりん

牛乳、
おさつごま焼き

ごはん、けんちん汁、納豆の磯和え、りんご（0歳児はりんごのコンポート） 米、さといも、○米、○もち
米、油、○ごま油

木綿豆腐、鶏もも肉（皮付き）、
挽きわり納豆、○豚ひき肉、油
揚げ、いわし(煮干し)、◎牛乳

りんご、だいこん、◎みかん缶、
板こんにゃく、にんじん、ねぎ、
ごぼう、◎いちごジャム、○にん
じん、のり佃煮、○干ししいた
け、○ねぎ、○しょうが

しょうゆ、○しょうゆ、食
塩、○食塩

牛乳、
フルーツカナッ
ペ

麦茶、
中華風おこわ

ごはん、すまし汁、焼きそば、スティックきゅうり、バナナ 米、○さつまいも、焼きそ
ばめん、◎食パン、○小麦
粉、○マーガリン、◎マー
ガリン、油、○三温糖、◎
グラニュー糖、○黒ごま

牛乳、
レモンラスク

牛乳、
スイートポテト

ごはん、すまし汁、卵の野山焼き、はくさいの浸し、糸切り昆布の煮付、バ
ナナ

米、○油、○三温糖、油、
◎三温糖、三温糖、○片
栗粉

○牛乳、卵、ツナ水煮缶、天ぷ
ら、いわし(煮干し)、かつお節、
◎牛乳

はくさい、◎オレンジ天然果
汁、○りんご、バナナ、にんじ
ん、たまねぎ、刻みこんぶ、ね
ぎ、干ししいたけ

しょうゆ、ケチャップ、
みりん、食塩

牛乳、
オレンジ寒

若鶏肉（角切り）、◎豆乳、
ベーコン、○ウインナー、油揚
げ、いわし(煮干し)、○バター、
◎牛乳

バナナ、たまねぎ、にんじん、し
めじ、○たまねぎ、ピーマン、○
にんじん、○コーン（冷凍）、芽
ひじき、○グリンピース（冷凍）、
しょうが、にんにく

ケチャップ、みりん、
しょうゆ、食塩、○コン
ソメ、○食塩

牛乳、
カップケーキ

牛乳、
カンタンリンゴパ
イ

ごはん、味噌汁、鶏肉とこんにゃくの煮付、ほうれん草のごまあえ、りんご
（0歳児はりんごのコンポート）

米、○さつまいも、じゃがい
も、◎食パン、◎三温糖、
○砂糖、三温糖、油、ごま
（乾）

○牛乳、若鶏肉（角切り）、ちく
わ、麦みそ、○卵(黄)、油揚
げ、○バター、○生クリーム、
いわし(煮干し)、◎牛乳

りんご、ほうれんそう、板こん
にゃく、にんじん、いんげん、◎
レモン果汁、わかめ（乾）

しょうゆ、みりん

麦茶、
コーンピラフ

ごはん、味噌汁、赤魚のから揚げ、野菜サラダ、さつまいもの甘煮、オレン
ジ

米、さつまいも、◎食パン、
○小麦粉・薄力粉、マヨ
ネーズ、○三温糖、◎グラ
ニュー糖、油、小麦粉・薄
力粉、片栗粉、三温糖

○牛乳、あかうお、○卵、○バ
ター、麦みそ、チーズ、いわし
(煮干し)、◎牛乳

オレンジ、キャベツ、○かぼ
ちゃ、きゅうり、にんじん、コーン
（冷凍）、わかめ（乾）、レモン果
汁、レモン

みりん、食塩 牛乳、
ラスク

牛乳、
かぼちゃのブラ
ウニー

ごはん、すまし汁、鶏肉の塩焼き、ケチャップ炒め、ひじきの煮付、バナナ 米、○米、油、三温糖

牛乳、
ジャムサンド

牛乳、
ココアゼリー

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、バ
ナナ

米、○食パン、○砂糖、◎
黒砂糖（粉末）、油

○牛乳、ベーコン、○卵、○バ
ター、粉チーズ、◎牛乳

かぼちゃ、バナナ、トマト、な
す、たまねぎ、ピーマン

しょうゆ（うすくち）、しょ
うゆ、コンソメ、食塩

牛乳、
黒蒸しパン

○牛乳、豚ひき肉、◎豆乳、○
卵、さやいんげん、バター、○
しらす干し、◎牛乳

りんご、れんこん、だいこん、た
まねぎ、○こまつな、にんじん、
きゅうり、◎クリームコーン缶、レ
モン果汁、にんにく、しょうが

しょうゆ（うすくち）、ケ
チャップ、ウスターソー
ス、しょうゆ、○しょう
ゆ、酢、食塩、コンソ
メ、カレー粉

牛乳、
コーンのカップ
ケーキ

牛乳、
フレンチトースト

ごはん、すまし汁、ミートローフ、スパゲティサラダ、茹キャベツ、みかん 米、◎食パン、マヨネー
ズ、パン粉、○三温糖、
油、三温糖

○牛乳、○豆乳、豚ひき肉、牛
ひき肉、卵、牛乳、シーチキ
ン、いわし(煮干し)、◎牛乳

みかん、キャベツ、にんじん、
きゅうり、たまねぎ、コーン缶、
ピーマン、◎いちごジャム、にん
にく

ケチャップ、しょうゆ、ウ
スターソース、食塩

牛乳、
もちもちチヂミ

弁当日（秋の遠足）

ごはん、コンソメスープ、れんこんドライカレー（0.1歳児はカレー粉除去）、
大根ときゅうりの和風サラダ、りんご（0歳児はりんごのコンポート）

米、○小麦粉・薄力粉、○
強力粉、◎油、油、○ごま
油、三温糖

牛乳、
ジャムパイ

牛乳、
食パンオムレッ
ト

ごはん、コンソメスープ、鮭とほうれん草のグラタン、にんじんの甘煮、茹ブ
ロッコリー、バナナ

米、○米、◎マカロニ、小
麦粉・薄力粉、◎砂糖、
油、三温糖

さけ、牛乳、ピザ用チーズ、◎
きな粉、バター、○しらす干し、
◎牛乳

バナナ、ブロッコリー、にんじ
ん、たまねぎ、ほうれんそう、○
にんじん、○パセリ

しょうゆ（うすくち）、○
酒、○しょうゆ、食塩、
○食塩、コンソメ、◎食
塩

牛乳、
マカロニのあべ
かわ風

○牛乳、鶏もも肉（皮付き）、◎
豆乳、だいず（乾）、いわし(煮
干し)、かつお節、◎牛乳

バナナ、キャベツ、たまねぎ、板
こんにゃく、○みかん缶、にんじ
ん、芽ひじき

しょうゆ、みりん、食塩 牛乳、
ホットケーキ

麦茶、
人参ごはん

きのこごはん、豆腐の味噌汁、鶏のから揚げ、コロコロサラダ、茹ブロッコ
リー、みかん

米、○食パン、じゃがいも、
マヨネーズ、片栗粉、油、
三温糖

○牛乳、若鶏肉（角切り）、木
綿豆腐、○生クリーム、中み
そ、いわし(煮干し)、油揚げ、
◎牛乳

みかん、○みかん缶、ブロッコ
リー、きゅうり、にんじん、◎いち
ごジャム、しめじ、しいたけ、ね
ぎ、いんげん、わかめ（乾）、レ
モン

しょうゆ（うすくち）、食
塩

麦茶、
牛乳寒

ごはん、味噌汁、焼魚（鮭）、白あえ、さつまいもの煮付、みかん 米、さつまいも、○干しそう
めん、三温糖、ごま（乾）

生さけ（切り身）、絹ごし豆腐、
麦みそ、◎牛乳、○かまぼこ、
◎バター、いわし(煮干し)、○
かつお節

みかん、ほうれんそう、板こん
にゃく、れんこん、◎バナナ、か
き、にんじん、○にんじん、○ね
ぎ、わかめ（乾）、○こんぶ（だし
用）、○カットわかめ

○しょうゆ（うすくち）、
しょうゆ、みりん、○みり
ん、食塩

牛乳、
簡単バナナケー
キ

麦茶、
にゅうめん

ごはん、すまし汁、大豆のいそ煮、キャベツの浸し、バナナ 米、じゃがいも、○砂糖、
三温糖、油、◎油

牛乳、
じゃがいももち

ごはん、すまし汁、牛丼、きゅうりと大根の即席漬、りんご（0歳児はりんごの
コンポート）

米、○じゃがいも、糸こん
にゃく、○マーガリン、油、
○片栗粉、三温糖、◎三
温糖

○牛乳、牛肉(もも)、いわし(煮
干し)、かつお節、◎牛乳

◎ぶどう天然果汁、たまねぎ、り
んご、だいこん、にんじん、ごぼ
う、きゅうり、ねぎ、◎かんてん
クック

しょうゆ、本みりん、○
みりん、○しょうゆ、食
塩

牛乳、
グレープ寒


