
1 2 3
木 金 土

お茶 お茶
ミニ野菜スティック 紫いもチップ
焼きうどん ご飯
南瓜サラダ さばの味噌煮
ぶどう豆 切干大根の煮物
わかめスープ 清汁（白菜・ほうれん草）
キウイ オレンジ
お茶 お茶

牛乳 牛乳
ホットケーキ ☆クリームパン/ジャムサンド

エネルギー（kcal） 463 491
蛋白質（ｇ） 17.7 15.1
脂質（ｇ） 15.0 18.3

食塩相当量（ｇ） 1.7 1.4

5 6 7 8 9 10
月 火 水 木 金 土

お茶 お茶 お茶 お茶 お茶
ソースせんべい 紫いもチップ ミニ野菜スティック クラッカー ビスケット
ご飯 チキンドッグ ご飯 塩ラーメン 秋の栗ご飯
鮭の塩焼き れんこんサラダ 白身魚の野菜カラフル煮 ゆで卵 さんまの塩焼き
カレー肉じゃが 人参のグラッセ ひじきの煮物 たたききゅうり ごま和え
トマト レタススープ みそ汁（なす・玉葱） バナナ そぼろ汁(冬瓜・鶏肉）
みそ汁（小松菜・しめじ） キウイ りんご お茶 梨
パイン 牛乳 お茶 お茶
お茶
お茶 お茶 牛乳 牛乳 牛乳
ももヨーグルト・クッキー おにぎり（塩昆布） ☆ドーナツ/おやつカステラ じゃがバター かりんとう・塩せんべい

エネルギー（kcal） 446 452 494 409 474
蛋白質（ｇ） 18.2 17.9 17.3 15.5 16.2
脂質（ｇ） 10.7 14.2 14.7 12.9 15.6

食塩相当量（ｇ） 1.0 1.7 1.8 1.3 1.1

12 13 14 15 16 17
月 火 水 木 金 土

お茶 お茶 お茶 お茶 お茶
ミニ野菜スティック 紫いもチップ クラッカー ビスケット おこめせん
カレーライス 黒糖パン ご飯 こぎつねうどん ゆかりご飯
ドレッシングサラダ 洋風卵焼き 豚肉の味噌炒め 金時豆煮 松風焼き
チーズ マカロニサラダ 白菜のお浸し 酢の物 南瓜の煮物
パイン かぶのスープ すまし汁（大根・豆腐） りんご すまし汁（えのき・そうめん)
お茶 梨 メロン 飲むヨーグルト バナナ

牛乳 お茶 お茶

牛乳 お茶 豆乳 牛乳 牛乳
ぶどうゼリー・小魚チップ きなこのおはぎ ヨーグルト・ソースせん お好み焼き ジャムロールサンド

エネルギー（kcal） 483 487 492 487 505
蛋白質（ｇ） 15.7 17.6 18.9 19.1 19.3
脂質（ｇ） 14.8 17.1 15.1 10.9 9.4

食塩相当量（ｇ） 1.7 2.0 1.3 1.5 1.4

19 20 21 22 23 24
月 火 水 木 金 土

お茶 お茶 お茶 お茶 お茶
塩せんべい ミニ野菜スティック クラッカー 紫いもチップ ビスケット
ご飯 バターパン さつま芋ご飯 和風スパゲティ ご飯
さばの香味焼き マカロニミートグラタン風 さんまの塩焼き 南瓜のグリル 鶏肉の甘酢炒め
人参しりしり ハムサラダ ごぼうサラダ ツナサラダ 納豆和え
みそ汁（南瓜・切干) 豆乳スープ みそ汁（豆腐・玉葱） 野菜スープ みそ汁（じゃが芋・しめじ）
パイン オレンジ りんご キウイ バナナ
お茶 牛乳 お茶 お茶 お茶

牛乳 お茶 牛乳 牛乳 牛乳
フルーツポンチ ウエハース・英字ビスケット やさいゼリー・クッキー バナナパンケーキ ふかし芋

エネルギー（kcal） 425 495 540 471 512
蛋白質（ｇ） 15.5 19.6 16.5 17.9 19.5
脂質（ｇ） 15.6 19.4 20.8 14.4 10.9

食塩相当量（ｇ） 1.4 1.7 1.5 1.5 1.2

26 27 28 29 30 31
月 火 水 木 金 土

お茶 お茶 お茶 お茶 お茶
クラッカー 甘辛せんべい ミニ野菜スティック ビスケット 紫いもチップ
ご飯 ロールパン ご飯 肉みそラーメン ご飯
鮭の味噌マヨ焼き エビフライ 鶏の唐揚げ（のり塩） 中華きゅうり ポークチャップ
春雨サラダ ポテトサラダ 筑前煮 大学芋 コールスローサラダ
具だくさんみそ汁 チキンスープ みそ汁（南瓜・玉葱） パイン みそ汁（小松菜・わかめ）
りんご メロン バナナ お茶 かき
お茶 牛乳 お茶 お茶

お茶 お茶 牛乳 牛乳 豆乳
ヨーグルト・あられ おかかおにぎり あべ川マカロニ ☆メロンパン/ジャムサンド ババロア・パンプキンせんべい

エネルギー（kcal） 470 442 491 592 519
蛋白質（ｇ） 16.2 18.7 20.5 18.8 17.1
脂質（ｇ） 15.6 14.2 11.6 17.2 18.5

食塩相当量（ｇ） 1.2 1.7 1.3 1.6 1.3
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10月献立表（昼）
聖隷のあ保育園　2020年10月乳児食
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過ごしやすい気候となり、子どもたちの食欲も安定して

きました。今月は、さつま芋、柿、さんま等 秋の味覚を

たくさん取り入れました。収穫に感謝をしながらいただき

たいと思います。 栗も美味しい時期です。季節のご飯とし

て「栗ご飯」も献立に入っています。剥いた栗と一緒に炊

き込んだご飯は甘くて美味しいですね。

❖今月の絵本献立❖10/12（月）

『カレーライス』・・カレーのいい匂いが

漂ってきそうな絵本です。当日のカレーは

甘味を足すため、隠し味としてある果物を

入れる予定です！お楽しみに★

☆印のついている献立について

うさぎ ／以降のおやつ…ひよこ、りす

成長に合わせて変更しています。



1 2 3
木 金 土

お茶 お茶
ミニ野菜スティック 紫いもチップ
あんかけうどん お粥
南瓜サラダ（離乳） カレイの味噌煮
ぶどう豆 大根の煮物
りんご 清汁（白菜・ほうれん草）
お茶 バナナ

お茶

牛乳 牛乳
ホットケーキ ジャムサンド

エネルギー（kcal） 385 315
蛋白質（ｇ） 15.2 9.8
脂質（ｇ） 11.0 9.7

食塩相当量（ｇ） 0.9 1.2

5 6 7 8 9 10
月 火 水 木 金 土

お茶 お茶 お茶 お茶 お茶
せんべい 紫いもチップ ミニ野菜スティック クラッカー ビスケット
お粥 食パン お粥 やさいにゅうめん 秋の栗粥
鮭の塩焼き 鶏そぼろとれんこん煮 タラの照り煮 ゆで卵 蒸しカレイ
肉じゃが（離乳） 人参のグラッセ ひじきの煮物 きゅうりのだし煮 煮浸し
トマト レタススープ みそ汁（なす・玉葱） バナナ そぼろ汁(冬瓜・鶏肉）
みそ汁（小松菜・しめじ） バナナ りんご お茶 りんご
りんご 牛乳 お茶 お茶
お茶
お茶 お茶 牛乳 牛乳 牛乳
ヨーグルト（離乳）・クッキー磯粥 おやつカステラ ふかしじゃが芋 たまごボーロ・塩せんべい

エネルギー（kcal） 260 273 298 333 312
蛋白質（ｇ） 11.4 10.3 11.4 14.0 9.8
脂質（ｇ） 8.0 6.2 9.0 8.9 10.1

食塩相当量（ｇ） 0.7 1.1 1.3 1.0 1.0

12 13 14 15 16 17
月 火 水 木 金 土

お茶 お茶 お茶 お茶 お茶
ミニ野菜スティック 紫いもチップ クラッカー ビスケット おこめせん
お粥 食パン お粥 こぎつねうどん ゆかり粥
洋風肉じゃが 野菜入り肉団子 鶏肉の味噌煮 金時豆煮 松風焼き
煮浸し マカロニ野菜煮 白菜のおかか煮 胡瓜煮 南瓜の煮物
チーズ かぶのスープ すまし汁（大根・豆腐） りんご すまし汁（えのき・そうめん)
りんご りんご バナナ お茶 バナナ
お茶 牛乳 お茶 お茶

牛乳 お茶 お茶 牛乳 牛乳
ももゼリー・人参ちっぷ きなこ粥 ヨーグルト（離乳）・せんべい お好み焼き風 ジャムサンド

エネルギー（kcal） 317 299 257 407 313
蛋白質（ｇ） 11.6 12.3 11.5 16.4 12.1
脂質（ｇ） 8.1 8.9 6.3 10.2 5.7

食塩相当量（ｇ） 0.8 1.5 0.9 1.4 1.0

19 20 21 22 23 24
月 火 水 木 金 土

お茶 お茶 お茶 お茶 お茶
塩せんべい ミニ野菜スティック クラッカー 紫いもチップ ビスケット
お粥 食パン さつま芋粥 和風スパゲティ お粥
タラのしょうが煮 マカロニのトマト煮 カレイの塩焼き 蒸し南瓜 チキンバーグ
人参しりしり（離乳） やさいサラダ(離乳) 根菜煮（離乳） ツナサラダ（離乳） 納豆和え
みそ汁（南瓜・切干) 豆乳スープ みそ汁（豆腐・玉葱） 野菜スープ みそ汁（じゃが芋・しめじ）
もも缶 バナナ りんご もも缶 バナナ
お茶 牛乳 お茶 お茶 お茶

牛乳 お茶 牛乳 牛乳 牛乳
フルーツポンチ ウエハース・ビスケット ゼリー・クッキー バナナパンケーキ ふかし芋

エネルギー（kcal） 232 351 382 403 352
蛋白質（ｇ） 10.6 12.3 10.1 16.4 15.4
脂質（ｇ） 4.4 10.2 13.1 8.4 8.1

食塩相当量（ｇ） 1.1 1.3 1.2 1.2 0.9

26 27 28 29 30 31
月 火 水 木 金 土

お茶 お茶 お茶 お茶 お茶
クラッカー 甘辛せんべい ミニ野菜スティック ビスケット 紫いもチップ
お粥 食パン お粥 肉みそにゅうめん お粥
鮭の味噌煮 タラの煮付け 鶏肉のり塩煮 きゅうり煮 鶏肉トマト煮
春雨サラダ　離乳 粉ふき芋 根菜煮 蒸しさつま芋 コールスローサラダ（離乳）
具だくさんみそ汁 チキンスープ みそ汁（南瓜・玉葱） りんご みそ汁（小松菜・わかめ）
りんご バナナ バナナ お茶 バナナ
お茶 牛乳 お茶 お茶

お茶 お茶 牛乳 牛乳 お茶
ヨーグルト（離乳）・ぼうろ おかか粥 あべ川マカロニ ジャムサンド ゼリー・せんべい

エネルギー（kcal） 256 252 329 400 241
蛋白質（ｇ） 10.6 12.4 14.4 13.8 8.2
脂質（ｇ） 7.3 5.0 7.6 8.2 3.0

食塩相当量（ｇ） 0.8 1.4 0.9 1.4 0.8
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聖隷のあ保育園　2020年10月離乳食
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過ごしやすい気候となり、子どもたちの食欲も安定して

きました。今月は、さつま芋、柿、さんま等 秋の味覚を

たくさん取り入れました。収穫に感謝をしながらいただき

たいと思います。 栗も美味しい時期です。季節のご飯とし

て「栗ご飯」も献立に入っています。剥いた栗と一緒に炊

き込んだご飯は甘くて美味しいですね。

❖今月の絵本献立❖10/12（月）

『カレーライス』・・カレーのいい匂いが

漂ってきそうな絵本です。当日のカレーは

甘味を足すため、隠し味としてある果物を

入れる予定です！お楽しみに★


