
1 2 3 4 5
火 水 木 金 土

お茶 お茶 お茶 お茶
クラッカー ビスケット ミニ野菜スティック 紫芋チップ
ホットドッグ ご飯 焼きそば ご飯
れんこんサラダ 鶏の唐揚げ（のり塩） ほっこりサラダ 白身魚の野菜カラフル煮
人参のグラッセ 筑前煮 ぶどう豆 ひじきの煮物
押し麦入りスープ みそ汁（小松菜・わかめ） りんご みそ汁（なす・玉葱）
梨 バナナ お茶 ぶどう
牛乳 お茶 お茶

お茶 豆乳 牛乳 牛乳
バナナ、クッキー ヨーグルト、小魚チップ ☆メロンパン/ジャムサンド ☆ドーナツ/おやつカステラ

エネルギー（kcal） 512 502 538 477
蛋白質（ｇ） 16.6 20.3 19.2 16.7
脂質（ｇ） 24.2 12.1 18.2 14.8

食塩相当量（ｇ） 1.9 1.5 1.5 1.9

7 8 9 10 11
月 火 水 木 金

お茶 お茶 お茶 お茶 お茶
クラッカー せんべい 紫芋チップ ビスケット ミニ野菜スティック
ハヤシライス 黒糖ロール ご飯 塩ラーメン 秋の栗ごはん
ナムル マカロニミートグラタン風 さばの味噌煮 大学芋 さんまの塩焼き
ゆで卵 ハムサラダ 切干大根の煮物 スティック胡瓜 ごま和え
キウイ さつま芋の豆乳スープ 清汁（白菜・ほうれん草） バナナ そぼろ汁(冬瓜・鶏肉）
お茶 オレンジ パイン お茶 柿

牛乳 お茶 お茶

豆乳 お茶 牛乳 牛乳 牛乳
フルーツヨーグルト おにぎり（塩昆布） ももゼリー、ウエハース かぼちゃラスク 海藻チップ、かりんとう

エネルギー（kcal） 473 486 468 420 489
蛋白質（ｇ） 17.4 18.1 14.2 13.6 15.7
脂質（ｇ） 18.3 12.7 16.0 11.7 16.3

食塩相当量（ｇ） 1.5 1.7 1.4 0.9 1.3

14 15 16 17 18
月 火 水 木 金

お茶 お茶 お茶 お茶
ビスケット クラッカー 紫いもチップ ソースせんべい
ご飯 ロールパン こぎつねうどん ゆかりご飯
鮭の塩焼き エビフライ 金時豆煮 松風焼き
納豆和え ポテトサラダ 酢の物 白菜のお浸し
けんちん汁 チキンスープ りんご すまし汁（えのき・そうめん)
キウイ メロン アシドミルク パイン
お茶 牛乳 お茶

お茶 お茶 牛乳 牛乳
ヨーグルト、ソースせんべい きなこのおはぎ ぶどうゼリー、あられ ホットケーキ

エネルギー（kcal） 430 522 491 449
蛋白質（ｇ） 17.9 21.5 15.4 18.7
脂質（ｇ） 10.9 17.9 12.2 9.0

食塩相当量（ｇ） 0.7 1.9 1.4 1.3

21 22 23 24 25
月 火 水 木 金

お茶 お茶 お茶 お茶
クラッカー ビスケット せんべい 紫いもチップ
ご飯 レーズンパン 肉みそラーメン ご飯
鯖の焼きおろし煮 洋風卵焼き 中華きゅうり チキンチキンごぼう
金平ごぼう マカロニサラダ ゆで卵 ゆで野菜
みそ汁（南瓜・切干) レタススープ バナナ みそ汁（大根・油揚げ）
梨 パイン お茶 キウイ
お茶 牛乳 お茶

牛乳 お茶 牛乳 牛乳
えびぽんせんべい バナナ、人参チップ さつま芋ケーキ ぶどうゼリー、じゃこ納豆

エネルギー（kcal） 463 432 493 403
蛋白質（ｇ） 14.8 15.5 18.7 14.3
脂質（ｇ） 16.8 17.3 14.1 11.1

食塩相当量（ｇ） 1.5 1.8 1.6 1.4

28 29 30 31
月 火 水 木

お茶 お茶 お茶 お茶
ビスケット ミニ野菜スティック 甘辛せんべい クラッカー
さつま芋ご飯 ロールパン ご飯 スパゲティナポリタン
さんまの塩焼き ポークチャップ サワラの香味焼き 南瓜サラダ
人参しりしり コールスローサラダ 大根サラダ チーズ
みそ汁（豆腐・玉葱） とうもろこしスープ みそ汁（小松菜・玉葱） パイン
りんご みかん キウイ 牛乳
お茶 牛乳 お茶

お茶 豆乳 牛乳 豆乳
ヨーグルト、かみかみするめ あべ川マカロニ ふかし芋 ﾊﾞﾊﾞﾛｱ、ﾊﾟﾝﾌﾟｷﾝせんべい

エネルギー（kcal） 437 504 414 558
蛋白質（ｇ） 16.3 20.0 16.7 18.4
脂質（ｇ） 13.0 21.0 7.6 21.0

食塩相当量（ｇ） 1.2 1.5 1.3 1.6
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１５時おやつについて
☆印のついているおやつ…うさぎ

／以降のおやつ…ひよこ、りす

成長に合わせておやつを変更しています。
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★チキンチキンごぼう★
山口県の人気給食メニューです。

ごぼうと鶏肉を、片栗粉をまぶして、

カラッと揚げ、しょうゆ・みりん・砂

糖の甘辛だれでからめたお料理です。

25日に提供します。お楽しみに！



1 2 3 4 5
火 水 木 金 土

お茶 お茶 お茶 お茶
クラッカー ビスケット ミニ野菜スティック 紫芋チップ
食パン お粥 そうめんチャンプル お粥
鶏そぼろとれんこん煮 鶏肉のり塩煮 ほっこり茶巾 たらの照り煮
人参のグラッセ 根菜煮 ぶどう豆 ひじきの煮物
押し麦入りスープ みそ汁（小松菜・わかめ） りんご みそ汁（なす・玉葱）
りんご バナナ お茶 りんご
牛乳 お茶 お茶

お茶 お茶 牛乳 牛乳
バナナ、クッキー ﾖｰｸﾞﾙﾄ（離乳）、せんべい ジャムサンド おやつカステラ

エネルギー（kcal） 365 245 436 287
蛋白質（ｇ） 12.4 11.0 17.9 10.8
脂質（ｇ） 10.1 4.6 8.4 9.2

食塩相当量（ｇ） 1.1 1.0 1.0 1.3

7 8 9 10 11
月 火 水 木 金

お茶 お茶 お茶 お茶 お茶
クラッカー せんべい 紫芋チップ ビスケット ミニ野菜スティック
お粥 食パン お粥 やさいにゅうめん 秋の栗粥
トマト煮 マカロニのトマト煮 鮭の味噌煮 蒸しさつま芋 蒸しカレイ
ほうれん草のだし煮 やさいサラダ(離乳) 切干大根の煮物(離乳) 胡瓜煮 煮浸し
ゆで卵 さつま芋の豆乳スープ 清汁（白菜・ほうれん草） バナナ そぼろ汁(冬瓜・鶏肉）
りんご バナナ もも缶 お茶 もも缶
お茶 牛乳 お茶 お茶

お茶 お茶 牛乳 牛乳 牛乳
バナナヨーグルト 磯粥 りんごゼリー、ウエハース たまごボーロ 野菜チップ/おやさいりんぐ

エネルギー（kcal） 241 311 315 347 307
蛋白質（ｇ） 9.7 11.9 10.5 11.3 10.0
脂質（ｇ） 6.8 7.1 8.9 5.8 9.3

食塩相当量（ｇ） 0.4 1.3 1.0 0.7 0.9

14 15 16 17 18
月 火 水 木 金

お茶 お茶 お茶 お茶
ビスケット クラッカー 紫いもチップ せんべい
お粥 食パン こぎつねうどん ゆかり粥
鮭の塩焼き タラの煮付け 金時豆煮 松風焼き
納豆和え 粉ふき芋 胡瓜煮 白菜のおかか煮
けんちん汁 チキンスープ りんご すまし汁（えのき・そうめん)
りんご バナナ お茶 バナナ
お茶 牛乳 お茶

お茶 お茶 牛乳 牛乳
ヨーグルト（離乳）、せんべい きなこ粥 ゼリー、おやさいﾘﾝｸﾞ ホットケーキ

エネルギー（kcal） 274 314 429 287
蛋白質（ｇ） 13.4 13.8 16.1 12.3
脂質（ｇ） 8.8 7.7 11.5 5.6

食塩相当量（ｇ） 0.7 1.4 1.4 1.0

21 22 23 24 25
月 火 水 木 金

お茶 お茶 お茶 お茶
クラッカー ビスケット せんべい 紫いもチップ
お粥 食パン 肉みそにゅうめん お粥
鱈のおろし煮 野菜入り肉団子 きゅうり煮 ごぼう入りチキンバーグ
金平ごぼう（離乳） マカロニサラダ（離乳） ゆで卵 ゆで野菜
みそ汁（南瓜・切干) レタススープ バナナ みそ汁（大根・油揚げ）
りんご りんご お茶 もも缶
お茶 牛乳 お茶

牛乳 お茶 牛乳 牛乳
ぽんせんべい バナナ、人参チップ さつま芋ケーキ りんごゼリー、ビスケット

エネルギー（kcal） 276 311 344 289
蛋白質（ｇ） 10.1 12.0 13.3 10.5
脂質（ｇ） 6.0 8.2 6.4 7.4

食塩相当量（ｇ） 1.6 1.1 1.1 0.9

28 29 30 31
月 火 水 木

お茶 お茶 お茶 お茶
ビスケット ミニ野菜スティック せんべい クラッカー
さつま芋粥 食パン お粥 スパゲティトマトソース
カレイの塩焼き 鶏肉トマト煮 タラのしょうが煮 南瓜サラダ（離乳）
人参しりしり（離乳） コールスローサラダ（離乳） 大根煮 チーズ
みそ汁（豆腐・玉葱） とうもろこしスープ みそ汁（小松菜・玉葱） りんご
りんご バナナ もも缶 牛乳
お茶 牛乳 お茶

お茶 お茶 牛乳 お茶
ヨーグルト（離乳） あべ川マカロニ ふかし芋 プリン、せんべい

エネルギー（kcal） 252 319 259 328
蛋白質（ｇ） 9.8 15.4 9.5 17.5
脂質（ｇ） 8.2 8.0 3.8 11.4

食塩相当量（ｇ） 1.0 1.2 1.1 1.2

昼食

おやつ

聖隷のあ保育園　2019年10月離乳食

昼食

おやつ

朝
おやつ

昼食

おやつ

朝
おやつ

おやつ

朝
おやつ

昼食

おやつ

朝
おやつ

10月献立表（昼）

朝
おやつ

昼食

★チキンチキンごぼう★

25日は山口県の人気給食です。

ごぼうと鶏肉を、片栗粉をまぶして、

カラッと揚げ、しょうゆ・みりん・砂

糖の甘辛だれでからめたお料理です。

離乳食はハンバーグにして、アレンジ

しています。
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