
区分 10/01(月) 10/02(火) 10/03(水) 10/04(木) 10/05(金) 10/06(土)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ 野菜せんべい

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん おにぎり（中１個） ごはん バターパン
鶏と大根の煮物 ミートオムレツ 肉団子と春雨の中華煮 ナポリタン きのこハンバーグ

さつまいもの天ぷら ポパイサラダ キャベツとツナのソテー カレーコロッケ ごま団子
豆腐のみそ汁 クリームシチュー つみれ汁 コーンスープ 卵スープ

くだもの 牛乳
手作りプリン クッキー 磯せんべい えびせんべい ホームパイ
カルシウムせんべい 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 527kcal た:17.5g 塩:1.3g 764kcal た:31g 塩:1.8g 577kcal た:21.5g 塩:2.1g 907kcal た:28.4g 塩:2.3g 797kcal た:36.1g 塩:2.1g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 10/08(月) 10/09(火) 10/10(水) 10/11(木) 10/12(金) 10/13(土)
野菜せんべい カルシウムウエハース 卵ボーロ カルシウムボーロ えびせん
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん おにぎり（中１個） ごはん ココアパン

体育の日 麻婆丼 かに玉 カレーうどん 鶏のピカタ
お休み ハリハリサラダ 刻み昆布の炒り煮 おでん　ロールキャベツ 肉団子のスープ

つみれ汁 豆腐のみそ汁 ゼリー くだもの
牛乳

クッキー のりせんべい シリアル ホームパイ
牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 0kcal た:0g 塩:0g 572kcal た:22.2g 塩:1.7g 577kcal た:23.6g 塩:2.6g 755kcal た:25.2g 塩:2.3g 650kcal た:27.5g 塩:1.8g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 10/15(月) 10/16(火) 10/17(水) 10/18(木) 10/19(金) 10/20(土)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ ビスコ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん おにぎり（中１個） ごはん サンドイッチ
ポークカレー 鶏の照り焼き 筑前煮 しゅうまい 鶏肉と野菜のトマト煮

杏仁豆腐 小松菜のごま和え なめ茸和え 具だくさんラーメン カリカリサラダ
かき玉汁 さつま汁 金時煮豆 ぜりー 牛乳
くだもの みそ汁
蒸しパン フルーチエ のりせんべい あられ ホームパイ
牛乳 おかし ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 879kcal た:30.8g 塩:2g 643kcal た:25.6g 塩:1.6g 618kcal た:22.1g 塩:2.2g 832kcal た:28g 塩:2.4g 849kcal た:37g 塩:3.4g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 10/22(月) 10/23(火) 10/24(水) 10/25(木) 10/26(金) 10/27(土)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ ラスク
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん おにぎり（中１個） ごはん ココアパン
鮭のハーブ焼き 親子丼 鮭フライ きつねうどん スープカレー
人参しりしり 三色金平 鶏ごぼう汁 千草焼き 豆サラダ
かぼちゃのミルク煮 八杯汁 ヨーグルトサラダ くだもの
みそ汁 ☆全員給食 牛乳
フルーツポンチ ☆おやつ作り のりせんべい ビスコ ホームパイ

牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト
合計 595kcal た:24g 塩:1.3g 618kcal た:23.6g 塩:2g 510kcal た:22.2g 塩:1g 794kcal た:26.6g 塩:2.1g 669kcal た:27.9g 塩:2.3g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 10/29(月) 10/30(火) 10/31(水)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース

牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん おにぎり（中１個）

すき焼き風煮 チーズはんぺん 鮭のちゃんちゃん焼き

和風ポテトサラダ ポークビーンズ 金時煮豆
なめこ汁 クラムチャウダー 鮭のあら汁

フルーツゼリー クッキー のりせんべい
牛乳 ジョア

合計 597kcal た:24.7g 塩:2.1g 815kcal た:34.4g 塩:3.9g 774kcal た:37.2g 塩:2.3g

☆牛乳は毎日つきます た:たんぱく質　塩:食塩相当量
☆水曜日は白ごはんです。お子さんの食べられる量を持たせてください。
☆献立は都合により変更する場合がありますので、ご了承ください。

昼食

１０時おやつ

　　　　　　　　　　　　　　　　１０月間献立表 湯ノ里保育所２０１８

１０時おやつ

３時おやつ

昼食

１０時おやつ

昼食

３時おやつ

３時おやつ

昼食

１０時おやつ

３時おやつ

昼食

１０時おやつ

３時おやつ

少しずつですが、秋の気配が感じられる季節になり

ました。秋は“食欲の秋”というように、たくさん

の「おいしい」が見つかりそうでワクワクします。

秋ははらぺこたんけんたいの季節といっても過言で

はないですね。 

 今月もたくさんの食材に触れ、たくさんの「おい

しい」を探しに行きます。 




