
10月献立表

10/01(火) 10/02(水) 10/03(木) 10/04(金) 10/05(土)
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

毎日牛乳を！ ごはん,ふりかけ ピザトースト ごはん サンドイッチ
ねぎ焼き プレーンオムレツ あんかけ焼きそば クリームシチュー
春雨サラダ 豚肉と野菜のハヤシ かぼちゃコロッケ ウインナー（1本）

みそ汁 卵スープ,牛乳 コンソメスープ サラダ,牛乳
クッキー 磯せんべい えびせんべい ボーロ
牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 752kcal た:28g 脂:25.9g 塩:1.8g 985kcal た:44.5g 脂:46.2g 塩:3.6g 726kcal た:21.5g 脂:19.6g 塩:1.7g 855kcal た:36.4g 脂:35.6g 塩:2.5g 125kcal た:4.7g 脂:4.7g 塩:0.3g

10/07(月) 10/08(火) 10/09(水) 10/10(木) 10/11(金) 10/12(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 ポテトチップ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん,ふりかけ ホットドッグ ごはん 豆パン
花ごはん 鶏肉のごま味噌焼き おろしハンバーグ チヂミ 肉団子のスープ
マカロニサラダ 元気サラダ 高野豆腐の射込み煮 かぼちゃのミルク団子 にら玉あんかけ
いろどり汁 海藻スープ みそ汁,牛乳 カレーうどん ポテトサラダ,牛乳

手作りプリン クッキー ビスコ ごませんべい 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 733kcal た:31.6g 脂:25.8g 塩:2g 651kcal た:26.4g 脂:25.1g 塩:2.5g 915kcal た:43.4g 脂:43.3g 塩:3g 891kcal た:31.2g 脂:19.7g 塩:1.9g 860kcal た:34.4g 脂:40.1g 塩:2.2g 125kcal た:4.7g 脂:4.7g 塩:0.3g

10/14(月) 10/15(火) 10/16(水) 10/17(木) 10/18(金) 10/19(土)
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
ごはん 黒糖パン ごはん ロールパン

お休み ポークカレー チキンソテー（きのこソース） 麻婆豆腐 ごぼうメンチカツ
フルーツゼリー かぼちゃのポタージュ ハリハリサラダ ナポリタン
コンソメスープ くだもの,牛乳 スープぎょうざ コーンスープ,牛乳

クッキー のりせんべい あられ さつまチップ
牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 0kcal た:0g 脂:0g 塩:0g 656kcal た:21.1g 脂:21.9g 塩:1.9g 693kcal た:27.2g 脂:29g 塩:1.9g 653kcal た:24.4g 脂:20.8g 塩:2g 1215kcal た:42.7g 脂:50.7g 塩:2.3g 125kcal た:4.7g 脂:4.7g 塩:0.3g

10/21(月) 10/22(火) 10/23(水) 10/24(木) 10/25(金) 10/26(土)
ウエハース カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ ポッキー
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん クロワッサン ごはん 黒糖パン
豚丼 お休み 白身魚のピカタ しゅうまい ミネストローネ
かぼちゃのミルク煮 フライドポテト 八宝菜 元気サラダ
きのこ汁 コーンスープ,牛乳 すまし汁 牛乳
ドーナッツ グミ ココアロール パイせんべい
牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 1077kcal た:33.7g 脂:31.9g 塩:1.7g 0kcal た:0g 脂:0g 塩:0g 764kcal た:31.7g 脂:33.4g 塩:1.5g 708kcal た:21.9g 脂:25.3g 塩:1.1g 724kcal た:31g 脂:34.2g 塩:2.5g 125kcal た:4.7g 脂:4.7g 塩:0.3g

10/28(月) 10/29(火) 10/30(水) 10/31(木) 乳幼児期から様々な食べ物の
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 多くの味を経験できる食事を
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 提供することが幅広い味覚を
ごはん ごはん,ふりかけ ロールパン ごはん 作り上げ偏らないし好の形成
親子丼 クリームシチュー ドライカレー ちゃんぽん麺 を支援しましょう！
キャベツとツナのカレーソテー ほうれん草とコーンサラダ コロコロサラダ 肉しゅうまい
豆腐のみそ汁 だし巻き玉子 くだもの,牛乳 大根サラダ
おかし クッキー せんべい えびせんべい
牛乳 牛乳 ジョア 牛乳

合計 748kcal た:31.3g 脂:30.8g 塩:1.7g 888kcal た:32.9g 脂:31.2g 塩:1.7g 695kcal た:33.5g 脂:25.9g 塩:1.9g 851kcal た:28g 脂:26.3g 塩:2.1g

☆牛乳は毎日つきます～食物アレルギーのあるお子さんは、ご連絡ください。

☆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。
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