
八王子ひまわり保育園
2020.10.1

げつようび かようび すいようび もくようび きんようび どようび

1 2 3

ごはん くりごはん ふりかけごはん

とりにくのうめみそやき しょうふうやき しょうがやき

ひじきさらだ もやしのなむる もやしのゆかりあえ
さといものとうにゅうみそしる ほうれんそうのみそしる たまねぎのみそしる

なし りんご なし

つきみだんご あっぷるけーき ふらいどぽてと

むぎちゃ ぎゅうにゅう ぎゅうにゆう

5 6 7 8 9 10

なっとうごはん かれーらいす ひじきごはん しょくぱん ほうとう ごましおごはん

かつおのごまみそあえ たんどりーちきん もちごめむし きのこのくりーむはるまき ひじきつくね とりにくのいために
ほうれんそうとしめじのあえもの こーんさらだ もやしのかれーまよねーずあえ ばんさんすう きくらげさらだ さつまいものれーずんに

だいこんのみそしる ちんげんさいのすーぷ きのこじる わんたんすーぷ もやしのみそしる

りんご なし りんご なし りんご なし
にんじんつぶつぶくっきー やきそば ちーずどーなつ さつまいもむしぱん ごまくっきー じゃむさんど

ぎゅうにゅう むぎちゃ ぎゅうにゅう　ぷるーん ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

12 13 14 15 16 17

さんしょくごはん しめじごはん かれーうどん さつまいもごはん くろわっさん しらすごはん

にまめ さけふらい ぶたにくのこんにゃくいため いそべやき きのこのわふうみーとろーふ とりにくのいために

まかろにさらだ えのきのなむる だいがくいも もやしのさらだ ぽてとさらだ さつまいものあまからに
たまごとわかめのすましじる きゃべつとにくだんごのすーぷ なまあげのみそしる こーんぽたーじゅ だいこんのみそしる

なし りんご なし りんご なし りんご

さつまいもばたー ぱうんどけーき しらすとーすと ふらんすちーず わかめおにぎり　むぎちゃふらいどぽてと

ぎゅうにゅう むぎちゃ とうにゅう むぎちゃ おしゃぶりこんぶ ぎゅうにゅう

19 20 21 22　おたんじょうかい 23 24
きのこのくりーむすぱげてぃー そぼろあんかけごはん ばたーろーる いわのりごはん ごましおごはん ふりかけごはん

かれーちきん さつまいもとさかなのよせあげ みーとろーふ からあげ こうやどうふのあんかけ とりにくのけちゃっぷに

かぼちゃさらだ もやしのにびたし こーるすろー しるばーさらだ だいこんとつなのこんぶあえ さつまいものれーずんに

ねぎとわかめのすーぷ かぶのふんわりすーぷ さつまいものちーずしちゅー にくだんごすーぷ やさいすーぷ じゃがいものみそしる

なし りんご なし りんご なし りんご

つなこーんぴざ ほっとけーき むしぱん　いりこ かぼちゃぷりん どろっぷくっきー じゃむさんど

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

26 27 28 29 30 31

そふとふらんす きつねうどん ごもくごはん(ひじょうしょく) うめぼしごはん ゆうやけごはん しらすごはん
とりにくのれもんしょうゆやき しゅうまい さばのみそに ぶたしゃぶ さつまいもころっけ とりにくのいために

きゃべつさらだ わかめさらだ きゃべきゅうさらだ こまつなとかきのおからあえ こんぶねーしょんさらだ さつまいものあまからに

くりーむしちゅー かぶのとうにゅうみそすーぷ にらたまじる なめこじる わかめのみそしる

りんご なし りんご なし りんご なし

よーぐるとけーき おきなわどーなつ ふかしいも きなこぱん せさみとーすと ふらいどぽてと

むぎちゃ ぎゅうにゅう　いりこ ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

今月の栄養価平均値

                 熱量　       蛋白　     脂質

 幼児　　568Kcal　　21.0g　　19.3g

★都合により、
一部メニューを
変更する場合が
あります。

<材料 約8個分>

・小麦粉 100g ・砂糖 50g

・ベーキングパウダー 小さじ1

・さつま芋 適量 ・豆乳 適量

・油 小さじ2   ・白ごま 適量

<作り方>

①さつま芋は1㎝ぐらいのサイコロ切

りにし、茹でる

②砂糖に油を入れ混ぜ合わせる

③②に小麦粉とベーキングパウダーを

ふるい入れ豆乳を加減しながら入れ混

ぜ合わせ、①のさつま芋も入れる

④カップ等に入れてごまをふりかけ、

10分～15分蒸す。竹串などをさして、

生地がついてこなければ出来上がり

※さつま芋を他のものに変えたり、黒

糖にしたりいろいろアレンジできます

※ホットケーキミックスを使うともっ

と簡単にできます

さつま芋蒸しパン

～子どものおやつ～

子どもにとっておやつは、1日3回の

食事だけでは不足がちな栄養素を取る

ための栄養補給の役割があります。し

かし一方では、疲れた心や体を癒し、

リフレッシュする効果もあります。お

やつは子どもにとって必要なものとは

いえ、食べ過ぎると虫歯や肥満などの

様々な悪影響をもたらします。

おやつでは次の事に気をつけましょう

・1回の量を決める

・決められた時間以外には

おやつを食べない

・お茶や牛乳等も一緒に

とり、水分補給を

心がける

今月からどんどんさんも幼児の献立に

なります。主におやつが主食系からお

菓子系に変わります。やわらかくした

り、味付けを薄くしたり、食べやすく

する配慮は引き続きいたします。

のこんだて



八王子ひまわり保育園
2020.10.1

げつようび かようび すいようび もくようび きんようび どようび

1 2 3

ごはん くりごはん ふりかけごはん

とりにくのうめみそやき しょうふうやき しょうがやき

ひじきさらだ もやしのなむる もやしのゆかりあえ
さといものとうにゅうみそしる ほうれんそうのみそしる たまねぎのみそしる

なし りんご なし

つきみだんご いももち ふらいどぽてと

むぎちゃ ぎゅうにゅう ぎゅうにゆう

5 6 7 8 9 10

なっとうごはん かれーらいす ひじきごはん しょくぱん ほうとう ごましおごはん

かつおのごまみそあえ たんどりーちきん もちごめむし きのこのくりーむに ひじきつくね とりにくのいために
ほうれんそうとしめじのあえもの こーんさらだ もやしのかれーまよねーずあえ ばんさんすう きくらげさらだ さつまいものれーずんに

だいこんのみそしる ちんげんさいのすーぷ きのこじる わんたんすーぷ もやしのみそしる

りんご なし りんご なし りんご なし

にんじんむしぱん やきそば ちーずどーなつ さつまいもむしぱん いりこごはん じゃむさんど

ぎゅうにゅう むぎちゃ ぎゅうにゅう　ぷるーん ぎゅうにゅう むぎちゃ ぎゅうにゅう

12 13 14 15 16 17

さんしょくごはん しめじごはん かれーうどん さつまいもごはん くろわっさん しらすごはん

にまめ さけふらい ぶたにくのこんにゃくいため いそべやき きのこのわふうみーとろーふ とりにくのいために

まかろにさらだ えのきのなむる だいがくいも もやしのさらだ ぽてとさらだ さつまいものあまからに
たまごとわかめのすましじる きゃべつとにくだんごのすーぷ なまあげのみそしる こーんぽたーじゅ だいこんのみそしる

なし りんご なし りんご なし りんご

ふかしいも ほっとけーき しらすとーすと ちーずとーすと わかめごはん　 ふらいどぽてと

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう とうにゅう ぎゅうにゅう むぎちゃ ぎゅうにゅう

19 20 21 22　ようじおたんじょうかい23 24
きのこのくりーむすぱげてぃー そぼろあんかけごはん ばたーろーる いわのりごはん ごましおごはん ふりかけごはん

かれーちきん さつまいもとさかなのよせあげ みーとろーふ からあげ こうやどうふのあんかけ とりにくのけちゃっぷに

かぼちゃさらだ もやしのにびたし こーるすろー しるばーさらだ だいこんとつなのこんぶあえ さつまいものれーずんに

ねぎとわかめのすーぷ かぶのふんわりすーぷ さつまいものちーずしちゅー にくだんごすーぷ やさいすーぷ じゃがいものみそしる

なし りんご なし りんご なし りんご

つなこーんぴざ ほっとけーき むしぱん　いりこ まかろにきなこ くりーむりぞっと じゃむさんど

ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう むぎちゃ ぎゅうにゅう

26 27 28 29 30 31

そふとふらんす きつねうどん ごもくごはん(ひじょうしょく) ゆかりごはん ゆうやけごはん しらすごはん
とりにくのれもんしょうゆやき しゅうまい さばのみそに ぶたしゃぶ さつまいもころっけ とりにくのいために

きゃべつさらだ わかめさらだ きゃべきゅうさらだ こまつなとかきのおからあえ こんぶねーしょんさらだ さつまいものあまからに

くりーむしちゅー かぶのとうにゅうみそすーぷ にらたまじる なめこじる わかめのみそしる

りんご なし りんご なし りんご なし

いりこごはん いももち ふかしいも きなこぱん せさみとーすと ふらいどぽてと

むぎちゃ ぎゅうにゅう　いりこ ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

 乳児　　480Kcal　　18.1g　　15.6g

今月の栄養価平均値

                 熱量　       蛋白　     脂質
★都合により、

一部メニューを
変更する場合が
あります。

のこんだて

<材料 約8個分>

・小麦粉 100g ・砂糖 50g

・ベーキングパウダー 小さじ1

・さつま芋 適量 ・豆乳 適量

・油 小さじ2   ・白ごま 適量

<作り方>

①さつま芋は1㎝ぐらいのサイコロ切

りにし、茹でる

②砂糖に油を入れ混ぜ合わせる

③②に小麦粉とベーキングパウダーを

ふるい入れ豆乳を加減しながら入れ混

ぜ合わせ、①のさつま芋も入れる

④カップ等に入れてごまをふりかけ、

10分～15分蒸す。竹串などをさして、

生地がついてこなければ出来上がり

※さつま芋を他のものに変えたり、黒

糖にしたりいろいろアレンジできます

※ホットケーキミックスを使うともっ

と簡単にできます

さつま芋蒸しパン

～子どものおやつ～

子どもにとっておやつは、1日3回の

食事だけでは不足がちな栄養素を取る

ための栄養補給の役割があります。し

かし一方では、疲れた心や体を癒し、

リフレッシュする効果もあります。お

やつは子どもにとって必要なものとは

いえ、食べ過ぎると虫歯や肥満などの

様々な悪影響をもたらします。

おやつでは次の事に気をつけましょう

・1回の量を決める

・決められた時間以外には

おやつを食べない

・お茶や牛乳等も一緒に

とり、水分補給を

心がける

今月からどんどんさんも幼児の献立に

なります。主におやつが主食系からお

菓子系に変わります。やわらかくした

り、味付けを薄くしたり、食べやすく

する配慮は引き続きいたします。


