
日付 メニュー 原材料
アレル
ゲン 日付 メニュー 原材料

アレル
ゲン

エネルギー 422 kcal エネルギー 428 kcal

タンパク質 18.1 ｇ タンパク質 15.7 ｇ

十五夜 小松菜の海苔和え 小松菜　海苔　醤油　みりん　砂糖　ごま油　ごま 脂質 12.7 ｇ 五目きんぴら
豚肉　ごぼう　人参　れんこん　こんにゃく　いんげん　サラダ油　ごま油　酒　砂
糖　醤油

脂質 11.6 ｇ

煮卵 卵　ケチャップ　中濃ソース　砂糖 塩分 1.8 ｇ ばくばくきゅうり きゅうり　醤油　ごま油　酢　砂糖 塩分 1.4 ｇ

エネルギー 421 kcal エネルギー 421 kcal

タンパク質 12.7 ｇ タンパク質 13.2 ｇ

プロテインサラダ
大豆　じゃがいも　人参　きゅうり　パセリ　プロセスチーズ　マヨネーズ　レーズ
ン　塩　こしょう

脂質 10.4 ｇ こんにゃくと竹輪の甘辛煮 こんにゃく　竹輪　ごま油　酒　砂糖　醤油　ごま 脂質 12.8 ｇ

バナナ バナナ 塩分 0.8 ｇ オレンジ オレンジ 塩分 1.1 ｇ

エネルギー 413 kcal エネルギー 435 kcal

タンパク質 13.8 ｇ タンパク質 14.8 ｇ

全園
ランチ やみつきピーマン ピーマン　赤パプリカ　ツナ　ガラスープ　醤油　ごま油 脂質 10.7 ｇ 卵焼き 卵　砂糖　醤油　鰹節　煮干し　サラダ油 脂質 12.9 ｇ

りんごとさつまいものきんとん りんご　さつまいも　砂糖　塩　レモン汁 塩分 1,0 ｇ きゅうりの酢の物 きゅうり　にんじん　わかめ　醤油　酢　砂糖　ごま油　塩 塩分 1.4 ｇ

エネルギー 431 kcal エネルギー 408 kcal

タンパク質 14.4 ｇ タンパク質 16.1 ｇ

大学芋 さつまいも　砂糖　水あめ　ごま　サラダ油 脂質 11.5 ｇ
ウインナーと玉ねぎのケチャッ
プ炒め

ウインナー　玉ねぎ　サラダ油　砂糖　酒　ケチャップ　中濃ソース　塩　こしょう 脂質 12.7 ｇ

みかん缶 みかん缶 塩分 1.3 ｇ さわやかキャベツ キャベツ　きゅうり　醤油　パイン缶　塩　酢 塩分 1.4 ｇ

エネルギー 421 kcal エネルギー 417 kcal

タンパク質 14.6 ｇ タンパク質 10.2 ｇ

マカロニサラダ
マカロニ　キャベツ　人参　玉ねぎ　スイートコーン　ハム　きゅうり　マヨネーズ
砂糖　塩

脂質 12.1 ｇ 切り干し大根のサラダ
切り干し大根　キャベツ　きゅうり　ハム　サラダ油　酢　塩　醤油　ごま　こしょ
う

脂質 10.9 ｇ

ブロッコリーのペペロンチーノ
風

ブロッコリー　塩　にんにく　オリーブ油　唐辛子 塩分 1.1 ｇ さつまいもの甘煮 さつまいも　砂糖　醤油 塩分 0.9 ｇ

エネルギー 426 kcal エネルギー 430 kcal

タンパク質 12.7 ｇ タンパク質 13.9 ｇ

肉じゃが
豚肉　じゃがいも　玉ねぎ　人参　グリンピース　サラダ油　醤油　砂糖　みりん
鰹節　煮干し

脂質 15.5 ｇ
全園

ランチ 小松菜の油揚げの煮浸し 小松菜　油揚げ　鰹節　煮干し　みりん　醤油　酒　砂糖　塩 脂質 15.5 ｇ

大根サラダ 大根　人参　きゅうり　マヨネーズ　塩　こしょう 塩分 0.9 ｇ
こんにゃくのかか煮
/キャロット寒天

こんにゃく　サラダ油　鰹節　醤油　/　オレンジジュース　人参　寒天　砂糖　レモ
ン汁

塩分 0.8 ｇ

エネルギー 420 kcal エネルギー 473 kcal

タンパク質 13.0 ｇ タンパク質 15.4 ｇ

ポテトサラダ じゃがいも　きゅうり　人参　玉ねぎ　マヨネーズ　塩　こしょう　酢　ハム 脂質 18.1 ｇ コールスロー キャベツ　玉ねぎ　人参　塩　こしょう　酢　サラダ油 脂質 12.1 ｇ

パイン缶 パイン缶 塩分 1.5 ｇ かぼちゃ蒸しパン ホットケーキミックス　かぼちゃ　牛乳　サラダ油　 塩分 1.5 ｇ

エネルギー 420 kcal

タンパク質 15.7 ｇ

ひじきと豆の煮物 大豆　ひじき　人参　油揚げ　サラダ油　鰹節　煮干し　醤油　みりん　砂糖 脂質 13.1 ｇ

かぼちゃサラダ かぼちゃ　レーズン　マヨネーズ　酢　塩 塩分 0.6 ｇ

エネルギー 423 kcal 0.7

タンパク質 17.6 ｇ

きんぴらごぼう ごぼう　人参　サラダ油　醤油　みりん　砂糖　鰹節　煮干し 脂質 9.9 ｇ

青菜とシラスの和え物 小松菜　しらす　人参　みりん　砂糖　鰹節　醤油 塩分 0.8 ｇ

エネルギー 422 kcal

タンパク質 18.3 ｇ

春雨サラダ 春雨　きゅうり　人参　ハム　砂糖　酢　醤油　ごま油　ごま 脂質 10.9 ｇ

竹輪の磯辺揚げ 竹輪　小麦粉　青のり　サラダ油 塩分 1.0 ｇ

精白米　鶏肉　生姜　醤油　酒　サラダ油　酢　砂糖　ごま油　ねぎ　にんにく　片
栗粉　キャベツ

ハロウィン
メニュー

15(木)

チキンカツ 精白米　鶏肉　塩　こしょう　小麦粉　パン粉　サラダ油　キャベツ　中濃ソース

小麦

29(木) 油淋鶏

16(金）

豚肉の帯広風炒め 精白米　豚肉　醤油　砂糖　酒　みりん オリーブ油　小麦粉　キャベツ

小麦
卵
乳

チーズミートローフ
精白米　牛挽肉　豚挽肉　卵　塩　こしょう　玉ねぎ　サラダ油　パン粉　ナツメグ
豆腐　スイートコーン　チーズ　ケチャップ　中濃ソース　砂糖　片栗粉　人参

小麦
卵
乳

13(火)

チキンライス／オムレツ
精白米　コンソメ　鶏肉　塩　玉ねぎ　人参　エリンギ　バター　サラダ油　こしょ
う　ケチャップ　砂糖　ピーマン/卵　塩　バター　サラダ油　牛乳　ケチャップ　ブ
ロッコリー 小麦

卵
乳

14(水)

豚肉のねぎ塩炒め
精白米　豚肉　酒　ねぎ　片栗粉　ごま油　レモン汁　がらスープ　にんにく　こ
しょう　塩　醤油　酢　ごま

30(金)

小麦
卵
乳

9(金)

白身魚の磯辺揚げ 精白米　鱈　醤油　みりん　塩　片栗粉　青海苔　サラダ油　小麦粉

小麦

28(水)

八宝菜
精白米　豚肉　えび　白菜　もやし　人参　生姜　にんにく　塩　サラダ油　酒　ガ
ラスープ　砂糖　醤油　片栗粉　ピーマン　ごま油 エビ

小麦
卵
乳

8(木)

イタリアンボークソテー
精白米　豚肉　塩　こしょう　じゃがいも　トマト水煮　にんにく　玉ねぎ　コンソ
メ　オリーブ油　砂糖　しめじ　パセリ

小麦
卵
乳

27(火)

鮭の変わりパン粉焼き

カレー風味の生姜焼き
精白米　豚肉　生姜　酒　砂糖　醤油　カレー粉(シナモン、コリアンダー、クミン、
ターメリック、ナツメグ)　サラダ油　キャベツ　ピーマン　赤パプリカ　塩

7(水)

しめじの炊き込みご飯／れんこ
んつくね

精白米　鰹節　煮干し　しめじ　油揚げ　醤油　酒　みりん　塩　みつば/鶏挽肉　れ
んこん　生姜　ねぎ　こしょう　塩　酒　醤油　みりん　砂糖　サラダ油　片栗粉
小松菜

23(金)

豚肉のすき焼き
精白米　豚肉　厚揚げ　ねぎ　白菜　しめじ　酒　醤油　みりん　砂糖　鰹節　煮干
し

卵
6(火)

豚の味噌漬け 精白米　豚肉　味噌　みりん　砂糖　にんにく　酒　キャベツ

精白米　鮭　粒マスタード　ウスターソース　塩　こしょう　サラダ油　マヨネーズ
パセリ　オリーブ油　パン粉

2(金)

チンジャオロース
精白米　豚肉　赤パプリカ　黄パプリカ　ピーマン　たけのこ　ねぎ　生姜　にんに
く　醤油　酒　片栗粉　サラダ油　オイスターソース　砂糖　ガラスープ　塩　こ
しょう　ごま油

乳 21(水)

湘南学園幼稚園　お弁当予定献立表　～　2020年１０月　～ 

 NPO法人湘南食育ラボ事務所　０４６６－９０－５４７４

栄養価 栄養価

1(木)

ひじきごはん
／鶏ひき肉の豆腐ハンバーグ

精白米　ひじき　油揚げ　人参　生姜　サラダ油　酒　みりん　醤油　砂糖　こねぎ/
鶏挽肉　片栗粉　卵　玉ねぎ　パン粉　塩　こしょう　豆腐　醤油　酒　砂糖

小麦
卵

20(火）

あじの竜田揚げ
精白米　あじ　塩　醤油　酒　みりん　片栗粉　青のり　キャベツ　中濃ソース　サ
ラダ油

※「原材料」には調味料も表示していますが、調味料に含まれるアレルゲンについては、別紙を参照してください

＜お弁当予約の締切時間＞3日前の２４時までとなります。

＜お弁当予約のキャンセル＞原則として、２日前の２４時までとなります。

ただし、お子様の急病等によるキャンセルについては、当日の8時までにラボ事務所までご連絡ください。


