
1 牛乳 510 kcal

15 ビスケット 21.8 g

（金） 牛乳 14.0 g

かぼちゃまんじゅう

牛乳 546 kcal

29 ビスケット 22 g

(金) 牛乳 17.7 g

かぼちゃのモンブラン

2 牛乳 478 kcal

16 クラッカー 20 g

30 牛乳 16.0 g

（土） ちんすこう

4 牛乳 476 kcal

18 ウエハース 17.4 g

（月） 牛乳 15.8 g

けんかもち

5 牛乳 504 kcal

19 クラッカー 20 g

（火） 牛乳 17 g

にんじんゼリー,ウエハース

6 牛乳 453 kcal

20 ビスケット 19.8 g

（水） 牛乳 13.7 g

和風ツナスパゲティ

7 牛乳 463 kcal

21 おせんべい 21.0 g

（木） 牛乳 12.1 g

チーズたまご蒸しパン

牛乳 480 kcal

8 ウエハース 20.3 g

（金） 牛乳 12.8 g

焼きおにぎり

牛乳 494 kcal

22 ウエハース 23.3 g

（金） 牛乳 13 g

新米おにぎり

9 牛乳 479 kcal

23 クラッカー 21.9 g

（土） 牛乳 12.0 g

青菜コーンおにぎり

11 牛乳 473 kcal

25 ウエハース 19.9 g

（月） 牛乳 14.3 g

りんごパイ

12 牛乳 470 kcal

26 クラッカー 18.1 g

（火） 牛乳 11.6 g

ジャムサンド

牛乳 485 kcal

13 ビスケット 19.2 g

（水） 牛乳 13.3 g

さけおにぎり

牛乳 507 kcal

さつまいもご飯
こまつなのおみそ汁
鶏肉のマーマレード焼き
切り干し大根の旨煮
かき

牛乳／カルテツウエハース／米、こんぶ（だし用）、さつまいも、食塩、ご
ま／かつおだし汁、こまつな、たまねぎ、えのきたけ、みそ／鶏もも肉、お
ろししょうが、マーマレード、しょうゆ／油、切り干しだいこん、にんじ
ん、油揚げ、かつおだし汁、砂糖、しょうゆ、いんげん／かき／牛乳／油、
米、しらす干し、しょうゆ、カレー粉

ご飯
ミネストローネ
かれいのレモン焼き
蒸しやさい
オレンジ

牛乳／カルテツウエハース／米／油、鶏もも肉、たまねぎ、キャベツ、にん
じん、コーン、水、ホールトマト缶詰、鶏がらスープの素、砂糖、食塩／か
れい、米粉、片栗粉、水、油、レモン果汁、砂糖、しょうゆ／さつまいも、
ブロッコリー、食塩、油／オレンジ／牛乳／油、りんご、砂糖、無塩バ
ター、ぎょうざの皮

ご飯
とうふのすまし汁
鶏肉とさといもの煮物
きゅうりのみそ和え
バナナ

牛乳／クラッカー／米／かつお・昆布だし汁、木綿豆腐、チンゲンサイ、食
塩、しょうゆ／油、たまねぎ、鶏もも肉、さといも、かつお・昆布だし汁、
砂糖、しょうゆ、みりん、いんげん／きゅうり、にんじん、えのきたけ、砂
糖、みそ、みりん、ごま／バナナ／牛乳／食パン、いちごジャム

牛乳／クラッカー／米／かつおだし汁、キャベツ、たまねぎ、しめじ、みそ
／さば、片栗粉、油、水、ケチャップ、中濃ソース、砂糖、みりん／じゃが
いも、ブロッコリー、にんじん、コーン、あおのり、ノンエッグマヨネー
ズ、しょうゆ／バナナ／牛乳／にんじん、かんてん（粉）、水、みかん濃縮
果汁、砂糖／カルテツウエハース

さつまいもご飯
こまつなのおみそ汁
鶏肉のマーマレード焼き
切り干し大根の旨煮
かき

牛乳／カルテツウエハース／米、こんぶ（だし用）、さつまいも、食塩、ご
ま／かつおだし汁、こまつな、たまねぎ、えのきたけ、みそ／鶏もも肉、お
ろししょうが、マーマレード、しょうゆ／油、切り干しだいこん、にんじ
ん、油揚げ、かつおだし汁、砂糖、しょうゆ、いんげん／かき／牛乳／米、
鮭、ツナ水煮缶、ノンエッグマヨネーズ

ご飯
ほうれんそうのおみそ汁
さけのマヨ焼き
きんぴらごぼう
みかん

牛乳／クラッカー／米／かつおだし汁、だいこん、ほうれんそう、みそ／さ
け、食塩、片栗粉、油、たまねぎ、ノンエッグマヨネーズ／ごま油、豚ひき
肉、ごぼう、にんじん、ピーマン、砂糖、しょうゆ、水／みかん／牛乳／
米、ごま油、だいこん・葉、コーン、ごま、食塩

ご飯
さといものおみそ汁
あんかけ焼がんもどき
ブロッコリーのしらす和え
りんご

牛乳／ビスケット／米／かつおだし汁、さといも、こまつな、ねぎ、みそ／
木綿豆腐、豚ひき肉、にんじん、グリンピース、ひじき、みりん、食塩、片
栗粉、かつおだし汁、しょうゆ、砂糖、片栗粉、水／ブロッコリー、しらす
干し、しょうゆ、砂糖／りんご／牛乳／スパゲティ、食塩、無塩バター、お
ろしにんにく、たまねぎ、こまつな、ツナ水煮缶、しょうゆ、食塩

ご飯
じゃがいものおみそ汁
かれいのカレー揚げ
コールスローサラダ
バナナ

牛乳／お子様せんべい／米／かつおだし汁、じゃがいも、たまねぎ、カット
わかめ、みそ／油、かれい、おろししょうが、おろしにんにく、しょうゆ、
片栗粉、カレー粉／キャベツ、きゅうり、にんじん、コーン、ノンエッグマ
ヨネーズ、酢、砂糖、食塩／バナナ／牛乳／小麦粉、砂糖、ベーキングパウ
ダー、チーズ、牛乳、卵、しょうゆ

2021年度10月 乳児食献立予定表（12ヶ月頃～）

ニチイキッズこくふ

ご飯
チンゲンサイのおみそ汁
鶏肉のねぎ塩焼き
にんじんしりしり
みかん

牛乳／クラッカー／米／かつおだし汁、はくさい、チンゲンサイ、切り干し
だいこん、みそ／鶏もも肉、ねぎ、おろししょうが、レモン果汁、みりん、
食塩、鶏がらスープの素、片栗粉／ごま油、ツナ水煮缶、にんじん、キャベ
ツ、食塩、しょうゆ、みりん、かつお節／みかん／牛乳／油、砂糖、食塩、
小麦粉、すりごま

プルコギ丼
はくさいのスープ
かぼちゃのいとこ煮
オレンジ

牛乳／カルテツウエハース／米、はるさめ、豚肉(肩ロース)、たまねぎ、に
んじん、にら、ごま油、砂糖、しょうゆ、みそ、片栗粉、水／かつお・昆布
だし汁、はくさい、にんじん、カットわかめ、食塩、しょうゆ／かぼちゃ、
ゆであずき缶、水／オレンジ／牛乳／さつまいも、さといも、砂糖、きな
粉、砂糖

ゆかりご飯
だいこんのおみそ汁
さわらのしょうが焼き
ひじきサラダ
バナナ

牛乳／ビスケット／米、ふりかけ　ゆかり／かつおだし汁、だいこん、こま
つな、ねぎ、みそ／さわら、片栗粉、おろししょうが、砂糖、しょうゆ、み
りん／ひじき、しょうゆ、鶏ささ身、キャベツ、にんじん、ごぼう、コー
ン、ノンエッグマヨネーズ、砂糖／バナナ／牛乳／かぼちゃ、無塩バター、
砂糖、食塩、ホットケーキ粉、水

ゆかりご飯
だいこんのおみそ汁
さわらのしょうが焼き
ひじきサラダ
バナナ

牛乳／ビスケット／米、ふりかけ　ゆかり／かつおだし汁、だいこん、こま
つな、ねぎ、みそ／さわら、片栗粉、おろししょうが、砂糖、しょうゆ、み
りん／ひじき、しょうゆ、鶏ささ身、キャベツ、にんじん、ごぼう、コー
ン、ノンエッグマヨネーズ、砂糖／バナナ／牛乳／小麦粉、ベーキングパウ
ダー、無塩バター、砂糖、卵、かぼちゃ、牛乳、砂糖、干しぶどう、無塩バ
ター、砂糖、食塩、小麦粉、ココア

高野豆腐のそぼろ丼
かぼちゃのおみそ汁
こまつなの海苔ナムル
りんご

牛乳／ビスケット／米、油、おろししょうが、鶏ひき肉、かつおだし汁、凍
り豆腐、砂糖、しょうゆ、グリンピース／かつおだし汁、かぼちゃ、たまね
ぎ、みそ／こまつな、にんじん、キャベツ、ごま油、のり、しょうゆ、砂糖
／りんご／牛乳／米、こんぶ（だし用）、さけ、あおのり、ごま、食塩

午後おやつ
脂質

ご飯
油揚げのおみそ汁
鶏肉の唐揚げ
マセドアンサラダ
りんご

牛乳／ビスケット／米／かつおだし汁、ねぎ、にんじん、油揚げ、米みそ／
油、鶏もも肉、おろししょうが、おろしにんにく、しょうゆ、片栗粉／さつ
まいも、きゅうり、コーン（冷凍）、ノンエッグマヨネーズ／りんご／牛乳
／卵、砂糖、バナナ、無塩バター、牛乳、小麦粉、ベーキングパウダー、コ
コア

ご飯
キャベツのおみそ汁
さばケチャ
和風ポテトサラダ
バナナ

日付 献立名 材料名

午前おやつ
エネルギー

たんぱく質



27 ビスケット 20 g

（水） 牛乳 17.3 g

バナナココアケーキ

14 牛乳 474 kcal

28 おせんべい 19.1 g

（木） 牛乳 13.6 g

チヂミ

◎食材仕入れの都合により献立が変更になる場合があります。ご了承下さい。

◎乳児クラスは未食の食材は給食で提供しません。 483 kcal

20.1 g

14.2 g

　食品確認票と献立表の材料名内の太字を参考にご家庭で２回以上
　喫食しましたらお知らせ下さい。

牛乳／お子様せんべい／米、油、たまねぎ、豚肉(もも)、じゃがいも、えの
きたけ、しめじ、まいたけ、水、鶏がらスープの素、トマト缶詰、りんご、
カレー粉、食塩、中濃ソース、米粉、水／かつお・昆布だし汁、ブロッコ
リー、たまねぎ、コーン、食塩、しょうゆ／白菜、きゅうり、にんじん、砂
糖、酢、食塩／かき／牛乳／ごま油、豚ひき肉、にんじん、たまねぎ、ほう
れん草、小麦粉、鶏がらスープの素、水

10月平均栄養量

ご飯
油揚げのおみそ汁
鶏肉の唐揚げ
マセドアンサラダ
りんご

牛乳／ビスケット／米／かつおだし汁、ねぎ、にんじん、油揚げ、米みそ／
油、鶏もも肉、おろししょうが、おろしにんにく、しょうゆ、片栗粉／さつ
まいも、きゅうり、コーン（冷凍）、ノンエッグマヨネーズ／りんご／牛乳
／卵、砂糖、バナナ、無塩バター、牛乳、小麦粉、ベーキングパウダー、コ
コア

きのこカレー
ブロッコリーのスープ
はくさいの甘酢和え
かき


