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麦茶 麦茶

麦茶 麦茶 麦茶 ビスケット 麦茶 麦茶

麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶

せんべい 麦茶 麦茶 ビスケット 麦茶 麦茶

麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶 麦茶

給食だより

しらすチーズ
のおやき

しらすチーズ
のおやき

かぼちゃの
ケーキ

※献立は、発注の関係などにより変更する場合があります。

米　豚肉(もも)　玉ねぎ　人参　じゃ
が芋　かぼちゃ　にんにく　油　カ
レールウ　塩　ソース　ケチャップ

麦茶

キャベツ 果物　麦茶

牛乳
スティック野
菜　牛乳

人参　みそ　きび砂糖　すりごま
マヨネーズ チーズ　牛乳 牛乳 牛乳 大根の甘酢づけ

七分つき米　水　みそ　きび砂糖　しょうゆ
ホットケーキ粉　小麦粉　ベーキングパウダー
かぼちゃ　卵　きび砂糖　マーガリン　牛乳 焼きいも　牛乳

だいこん　食塩　きび砂糖　酢

みそ蒸しパン ホットケーキ　黒砂糖　水　みそ　きび砂糖　水 あんぱん 食パン　あずき　きび砂糖　食塩 五平もち さつまいも お菓子

果物　麦茶 千切りキャベツ

豆腐の揚げ団子
かぼちゃのコ
ロッケ　麦茶

かぼちゃ　豚ひき肉　たまねぎ　食塩　こしょう
小麦粉　水　油　パン粉　油　中濃ソース 野菜スープ

たまねぎ　にんじん　じゃがいも
キャベツ　豚肉(もも)　食塩　野菜ブ
イヨン

切り干し大根
切り干し大根　人参　油揚げ　油　本みりん
しょうゆ　きび砂糖　食塩 果物　麦茶 果物　麦茶

はくさい　えのきたけ　食塩　野菜
ブイヨン みそ汁

かぶ　えのきたけ　なめこ　みそ
煮干し

ワンタンスープ
豚ひき肉　玉ねぎ　人参　ねぎ　ワンタンの皮
塩　しょうゆ　野菜ブイヨン　もやし

鮭のバター醤
油焼き

さけ　しょうゆ　みりん　バター
さつまいもと
大豆の煮もの

鶏もも肉　しょうが　しょうゆ　片栗粉　油　さ
つま芋　人参　大豆　きび砂糖　しょうゆ　酒

ポークビーン
ズ

小松菜ごはん
七分つき米　人参　小松菜　しらす干し　油揚げ
油　しょうゆ　きび砂糖　酒　食塩　本みりん 食パン　果物 食パン

バターピラフ
みそ汁　麦茶 かぼちゃ　煮干し　みそ　こまつな みそ汁

みそ　煮干し　玉ねぎ　生わかめ
豆腐

白菜ときのこ
のスープ

ごはん　果物 七分つき米 しめじごはん
七分つき米　酒　塩　しょうゆ　本
みりん　しめじ　油揚げ バターピラフ

七分つき米　鶏ひき肉　たまねぎ　にんじん
コーン缶　マーガリン　食塩　野菜ブイヨン　こ
しょう

28 せんべい 29 せんべい 30 せんべい25 せんべい 26 胚芽クッキー 27 せんべい

牛乳 牛乳 麦茶牛乳 煮干し　牛乳 ミニトマト

大根もち だいこん　上新粉　白玉粉　しょうゆ　あおのり きな粉サンド 食パン　マーガリン　きび砂糖　きな粉
スイートポテト
牛乳

さつま芋　かぼちゃ　マーガリン
きび砂糖　バニラエッセンス

もやしの梅し
そ和え

もやし　しそ　うめ干し　かつお節
しょうゆ　ごま油

ひじきのサラダ
ツナ油漬缶　ひじき　レタス　キャベツ　きゅう
り　きび砂糖　酢　しょうゆ　ごま油　コーン缶 果物　麦茶

ミートマカロニ
マカロニ　豚ひき肉　玉ねぎ　人参
ケチャップ　食塩

七分つき米　しらす干し　とろける
チーズ　小麦粉　食塩　あおのり
ごま油

お菓子

もやしのナム
ル

もやし　ほうれんそう　にんじん　鶏ささ身　酒
酢　しょうゆ　きび砂糖　ごま油 昆布の佃煮

こんぶ　いりごま　きび砂糖　しょ
うゆ ポテトサラダ

じゃがいも　きゅうり　塩　人参
コーン缶　　　マヨネーズ　塩　油
酢

サバの竜田揚
げ

さば　しょうゆ　しょうが　片栗粉
油

豆腐とわかめの
スープ　麦茶

木綿豆腐　生わかめ　しょうゆ　こ
んぶ　かつお節　塩 野菜スープ

豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん
じゃがいも　キャベツ　塩　野菜ブ
イヨン

かじきのみそ
マヨ

かじき　みそ　マヨネーズ チャンプルー
豚肉(ばら)　にんにく　酒　玉ねぎ　人参　もや
し　ごま油　油　しょうゆ　塩　鳥がらだし　豆
腐

高野豆腐のの
からあげ

凍り豆腐　酒　しょうゆ　鶏ガラ　しょうが　に
んにく　ごま油　油　片栗粉　油

ごはん　果物 七分つき米

みそ汁　麦茶
白菜　油揚げ　煮干し　みそ　木綿
豆腐 みそ汁　麦茶

みそ　煮干だし汁　かぼちゃ　生わ
かめ みそ汁　麦茶

みそ　煮干し　小松菜　大根　油揚
げ 豚汁　麦茶

豚肉(もも)　大根　人参　ごぼう　ねぎ　じゃが
いも　こんにゃく　豆腐　だし節　みそ

ごはん　果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米

21 麦茶 22 せんべい 23 せんべい18 麦茶 19 クラッカー 20 せんべい

大根の甘酢づけ だいこん　食塩　きび砂糖　酢 牛乳 牛乳 麦茶
スティック野
菜　牛乳

人参　みそ　きび砂糖　すりごま
マヨネーズ チーズ　牛乳 牛乳

焼きいも　牛乳 さつまいも お好み焼き
小麦粉　キャベツ　豚ひき肉　長芋
油　水　かつお節　中濃ソース お菓子

果物　麦茶 果物　麦茶

みそ蒸しパン ホットケーキ　黒砂糖　水　みそ　きび砂糖　水 あんぱん 食パン　あずき　きび砂糖　食塩 五平もち 七分つき米　水　みそ　きび砂糖　しょうゆ

大学芋
ブロッコリー

さつまいも　油　きび砂糖　しょう
ゆ　黒ごま　　ブロッコリー 野菜スープ

たまねぎ　にんじん　じゃがいも
キャベツ　豚肉(もも)　食塩　野菜ブ
イヨン

切り干し大根
切り干し大根　人参　油揚げ　油　本みりん
しょうゆ　きび砂糖　食塩 果物　麦茶 果物　麦茶 果物　麦茶

鮭のバター醤
油焼き

さけ　しょうゆ　みりん　バター
さつまいもと
大豆の煮もの

鶏もも肉　しょうが　しょうゆ　片栗粉　油　さ
つま芋　人参　大豆　きび砂糖　しょうゆ　酒

ポークビーン
ズ

豆腐の揚げ団
子

小松菜ごはん
七分つき米　人参　小松菜　しらす干し　油揚げ
油　しょうゆ　きび砂糖　酒　食塩　本みりん

みそ汁　麦茶 かぼちゃ　煮干し　みそ　こまつな みそ汁
みそ　煮干し　玉ねぎ　生わかめ
豆腐

白菜ときのこ
のスープ

はくさい　えのきたけ　食塩　野菜
ブイヨン みそ汁

かぶ　えのきたけ　なめこ　みそ
煮干し

ごはん　果物 七分つき米 しめじごはん
七分つき米　酒　塩　しょうゆ　本
みりん　しめじ　油揚げ バターピラフ

七分つき米　鶏ひき肉　たまねぎ　にんじん
コーン缶　マーガリン　食塩　野菜ブイヨン　こ
しょう

14 せんべい 15 せんべい 16 せんべい11 せんべい 12 胚芽クッキー 13 せんべい

牛乳 牛乳 麦茶牛乳 煮干し　牛乳 ミニトマト

大根もち だいこん　上新粉　白玉粉　しょうゆ　あおのり きな粉サンド 食パン　マーガリン　きび砂糖　きな粉
スイートポテト
牛乳

さつま芋　かぼちゃ　マーガリン
きび砂糖　バニラエッセンス

もやしの梅し
そ和え

もやし　しそ　うめ干し　かつお節
しょうゆ　ごま油

ひじきのサラダ
ツナ油漬缶　ひじき　レタス　キャベツ　きゅう
り　きび砂糖　酢　しょうゆ　ごま油　コーン缶 果物　麦茶

ミートマカロニ
マカロニ　豚ひき肉　玉ねぎ　人参
ケチャップ　食塩

七分つき米　しらす干し　とろける
チーズ　小麦粉　食塩　あおのり
ごま油

お菓子

もやしのナム
ル

もやし　ほうれん草　にんじん　鶏ささ身　酒
酢　しょうゆ　きび砂糖　ごま油 昆布の佃煮

こんぶ　いりごま　きび砂糖　しょ
うゆ ポテトサラダ

じゃがいも　きゅうり　塩　人参
コーン缶　　　マヨネーズ　塩　油
酢

さば　しょうゆ　しょうが　片栗粉
油

豆腐とわかめの
スープ　麦茶

木綿豆腐　生わかめ　しょうゆ　こ
んぶ　かつお節　塩 野菜スープ

豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん
じゃがいも　キャベツ　塩　野菜ブ
イヨン

豚汁　麦茶
豚肉(もも)　大根　人参　ごぼう　ねぎ　じゃが
いも　こんにゃく　豆腐　だし節　みそ

ごはん　果物

かじきのみそ
マヨ

かじき　みそ　マヨネーズ チャンプルー
豚肉(ばら)　にんにく　酒　玉ねぎ　人参　もや
し　ごま油　油　しょうゆ　塩　鳥がらだし　豆
腐

高野豆腐のの
からあげ

凍り豆腐　酒　しょうゆ　鶏ガラ　しょうが　に
んにく　ごま油　油　片栗粉　油

サバの竜田揚
げ

みそ汁　麦茶
白菜　油揚げ　煮干し　みそ　木綿
豆腐 みそ汁　麦茶

みそ　煮干だし汁　かぼちゃ　生わ
かめ みそ汁　麦茶

みそ　煮干し　小松菜　大根　油揚
げ

七分つき米 ごはん　果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米

7せんべい 麦茶 8 せんべい 9 せんべい4 せんべい 5 クラッカー 6

牛乳 麦茶

お好み焼き
小麦粉　キャベツ　豚ひき肉　なが
いも　油　水　かつお節　中濃ソー
ス

お菓子

菜果サラダ
麦茶

りんご　みかん缶　レタス　キャベ
ツ　きゅうり　食塩　油　酢 果物　麦茶

ささみフライ
鶏ささ身　食塩　こしょう　小麦粉
パン粉　油 野菜スープ

玉ねぎ　人参　じゃが芋　キャベツ
豚肉(もも)　塩　野菜ブイヨン

せんべい 2 せんべい

金曜日 土曜日

苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

豆腐　鶏ひき肉　長芋　れんこん
ねぎ　いりごま　酒　しょうゆ　塩
こしょう　片栗粉　きび砂糖　しょ
うゆ　みりん　酒　片栗粉　水　油

だいず（乾）　豚肉(肩ロース)　じゃ
がいも　たまねぎ　にんじん　ホー
ルトマト缶詰　水　野菜ブイヨン
食塩　ケチャップ　砂糖　油　マー

ガリン

かけっこ勝つ
カレー

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

米　コーン缶　鶏ひき肉　玉ねぎ
人参　マーガリン　塩　野菜ブイヨ

ン
バターピラフ

1

あんかけ焼きそ
ば　果物

焼きそば　豚肉(もも)　玉ねぎ　人参
白菜　もやし　干ししいたけ　たけ
のこ（ゆで）　油　きび砂糖　塩
しょうゆ　野菜ブイヨン　片栗粉

ごま油

ごはん　果物
ひじきのドラ
イカレー

七分つき米　豚ひき肉　ひじき　玉
ねぎ　人参　ピーマン　にんにく
しょうが　油　ケチャップ　ソース
塩　カレールウ　カレー粉　野菜ブ

イヨン

バターピラフ
七分つき米　コーン缶　鶏ひき肉
たまねぎ　にんじん　マーガリン

食塩　野菜ブイヨン

ひじきのドラ
イカレー

七分つき米　豚ひき肉　ひじき　玉
ねぎ　人参　ピーマン　にんにく
しょうが　油　ケチャップ　ソース
塩　カレールウ　カレー粉　野菜ブ

イヨン

七分つき米

※午前中のおやつは、栄養価の関係から、ふたば、つくし、たんぽぽ組に出してい
ます。

爽やかの陽気の日には、散歩に出かけたり秋を楽しむ苗間保育園の子どもたちです。10月には遠足もありま
すので、保育園で人気のメニューの作り方を裏面に乗せました。良かったら作ってみてください。

七分つき米　コーン缶　鶏ひき肉
たまねぎ　にんじん　マーガリン

食塩　野菜ブイヨン

あんかけ焼きそ
ば　果物

焼きそば　豚肉(もも)　玉ねぎ　人参
白菜　もやし　干ししいたけ　たけ
のこ（ゆで）　油　きび砂糖　塩
しょうゆ　野菜ブイヨン　片栗粉

ごま油

だいず（乾）　豚肉(肩ロース)　じゃ
がいも　たまねぎ　にんじん　ホー
ルトマト缶詰　水　野菜ブイヨン
食塩　ケチャップ　砂糖　油　マー

ガリン

豆腐　鶏ひき肉　長芋　れんこん
ねぎ　いりごま　酒　しょうゆ　塩
こしょう　片栗粉　きび砂糖　しょ
うゆ　みりん　酒　片栗粉　水　油

長崎うどん

ゆでうどん　豚肉(ばら)　白菜　玉ね
ぎ　人参　干ししいたけ　チンゲン
サイ　あさり水煮缶　鳥がらだし
塩　しょうゆ　油　片栗粉　ごま油


