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麦茶

みそ汁　麦茶

おにぎり(ツナ昆

布)　牛乳

苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

ゆでうどん　豚ひき肉　たまねぎ
人参　きゅうり　きび砂糖　しょう
ゆ　みそ　油　ごま油　食塩　片栗
粉

ジャージャー
うどん

七分つき米　豚肉(もも)　たまねぎ
人参　じゃがいも　かぼちゃ　にん
にく　油　カレールウ　食塩　中濃
ソース　ケチャップ

かけっこ勝つ
カレー
麦茶

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1

　
豚肉(もも)　だいこん　人参　ごぼう
ねぎ　じゃがいも　木綿豆腐　だし
節　みそ　油揚げ

きゅうりのしょう
ゆ漬け

あんぱん 牛乳

ポークビーンズ

中華ｽｰﾌﾟ 麦茶

ポークビーンズ

スポーツの日

3

ひじきの
ドライカレー

あんぱん 牛乳

スティック野菜

大根もち 牛乳

マカロニサラダ

マカロニサラダ 千切りキャベツ

ひじきのサラダ

ひじきのサラダ

鬼うち豆のりんか
け

せんべい 4 クラッカー 5 せんべい 6 胚芽クッキー 7 せんべい

ささみフライ

豚肉(もも)　たまねぎ　人参　じゃが
いも　キャベツ　食塩　野菜ブイヨ
ン

ごはん　果物 七分つき米 バターピラフ
七分つき米　鶏ひき肉　たまねぎ
人参　コーン缶　マーガリン　食塩
野菜ブイヨン　こしょう

しめじごはん
七分つき米　酒　食塩　しょうゆ
本みりん　しめじ　油揚げ

豆腐の揚げ団子
木綿豆腐　鶏ひき肉　ながいも　れ
んこん　ねぎ　いりごま　酒　しょ
うゆ　食塩　こしょう　片栗粉　き
び砂糖　しょうゆ　みりん　酒　片
栗粉　油

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　さつまいも　人参　だい
ず　きび砂糖　しょうゆ　酒

13 ビスケット

豚肉(もも)　たまねぎ　もやし　人参
こまつな　はるさめ　食塩　しょう
ゆ　野菜ブイヨン

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

はくさい　わかめ　木綿豆腐　みそ
煮干

野菜スープ

お菓子　麦茶

菜果サラダ
りんご　みかん缶　レタス　キャベ
ツ　きゅうり　食塩　油　酢

8
高野豆腐のの
からあげ

凍り豆腐 酒 しょうゆ 中華だしの素
しょうが にんにく ごま油 油 片栗粉

だいず 豚肉 じゃがいも たまねぎ 人
参 ホールトマト 野菜ブイヨン 食塩
ケ チャップ 砂糖 油 マーガリン

じゃがいもと
ささ身のごま
和え

じゃがいも　人参　ブロッコリー
鶏ささ身　いりごま　きび砂糖
しょうゆ

鶏ささ身　食塩　こしょう　小麦粉
パン粉　油

ミートマカロニ
マカロニ　豚ひき肉　たまねぎ　人
参　ケチャップ　食塩

マカロニ 人参 レタス きゅうり キャ
ベツ マヨネーズ 食塩 酢 油 果物　麦茶 果物　麦茶 果物　麦茶

さつまいも蒸し
パン　牛乳

小麦粉　ベーキングパウダー　きび
砂糖　油　牛乳　さつまいも きな粉サンド 食パン マーガリン きび砂糖 きな粉 五平もち 七分つき米 みそ きび砂糖 しょうゆ

15 せんべい

スイートポテト
さつまいも　かぼちゃ　マーガリン
きび砂糖　バニラエッセンス

きゅうり　食塩　しょうゆ　きび砂
糖

チーズ　牛乳 浅漬け　牛乳 キャベツ　きゅうり　食塩  人参 牛乳 牛乳

10 11 ボーロ 12 せんべい 14 せんべい

ごはん　果物 七分つき米

焼きそばめん 豚肉 たまねぎ 人参 は
くさい もやし 干ししいたけ たけの
こ 油 きび砂糖 食塩 しょうゆ 野菜ブ
イヨン 片栗粉 ごま油

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

ごはん　果物 七分つき米 ハヤシライス

七分つき米　豚肉(もも)　たまねぎ
しめじ　にんにく　しょうが　油
小麦粉　ホールトマト　ケチャップ
ウスターソース　食塩

鶏むね肉　木綿豆腐　人参　だいこ
ん　ごぼう　さといも　こんにゃく
油　食塩　しょうゆ　だし節　ねぎ

豆腐とわかめ
のスープ

木綿豆腐　生わかめ　しょうゆ　こ
んぶ　かつお節　食塩 みそ汁

あんかけ焼きそ
ば

けんちん汁 麦茶 かぶ えのきたけ なめこ みそ 煮干 豚汁　麦茶
豚肉(もも)　だいこん　人参　ごぼう
ねぎ　じゃがいも　こんにゃく　木
綿豆腐　だし節　みそ

野菜スープ
豚肉(もも)　たまねぎ　人参　じゃが
いも　キャベツ　食塩　野菜ブイヨ
ン

きゅうり　キャベツ　人参　もやし
コーン缶　きび砂糖　酢　しょうゆ 麦茶

さば　食塩　マヨネーズ　パン粉
あおのり

鮭のバター醤
油焼き

さけ　しょうゆ　みりん　バター 果物さばのﾊﾟﾝ粉焼き
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

お菓子

切り干し大根
切り干しだいこん　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
キャベツとも
やしの三杯酢

煮干し　だいず　きび砂糖 牛乳

食パン　あずき　きび砂糖　食塩 七分つき米　ツナ油漬缶　塩こんぶ かぼちゃ 小麦粉 きな粉 きび砂糖 食塩かぼちゃのﾆｮｯｷ さつまいも紅あずま

17 せんべい 18 クラッカー 19

おやつ昆布

胚芽クッキー 21 せんべい 22

大根の甘酢づけ だいこん　食塩　きび砂糖　酢 麦茶

せんべい

七分つき米　鶏ひき肉　きび砂糖
しょうゆごはん　果物 七分つき米 バターピラフ

七分つき米　鶏ひき肉　たまねぎ
人参　コーン缶　マーガリン　食塩
野菜ブイヨン　こしょう ジャージャー

うどん
豚汁

ゆでうどん　豚ひき肉　たまねぎ
人参　きゅうり　きび砂糖　しょう
ゆ　みそ　油　ごま油　食塩　片栗
粉みそ汁

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

しめじごはん
七分つき米　酒　食塩　しょうゆ
本みりん　しめじ　油揚げ

みそ汁
はくさい　わかめ　木綿豆腐　みそ
煮干

納豆ごはん
七分つき米　納豆　こまつな　焼き
のり　しょうゆ　かつお節

昆布の佃煮
こんぶ　かつお節　いりごま　きび
砂糖　しょうゆ 果物　麦茶 果物　麦茶

チャンプルー
豚肉(ばら) にんにく 酒 たまねぎ 人
参 もやし ごま油 油 しょうゆ 食塩
鳥がらだし 木綿豆腐

だいず 豚肉 じゃがいも たまねぎ 人
参 ホールトマト 野菜ブイヨン 食塩
ケ チャップ 砂糖 油 マーガリン

肉じゃが

果物　麦茶 麦茶

鶏もも肉　しょうが　しょうゆ　片
栗粉　油　さつまいも　人参　だい
ず　きび砂糖　しょうゆ　酒

みそ　煮干だし汁　かぼちゃ　生わ
かめ

じゃがいもと
ささ身のごま
和え

じゃがいも 人参 ブロッコリー 鶏さ
さ身 いりごま きび砂糖 しょうゆ

果物
豚ひき肉　たまねぎ　人参　じゃが
いも　いんげん　しらたき　きび砂
糖　本みりん　しょうゆ　油

さつまいもと
大豆の煮もの

だいこん　上新粉　白玉粉　あおの
り　しょうゆ 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

さつまいも　かぼちゃ　マーガリン
きび砂糖　バニラエッセンス

果物　麦茶

大根もち 牛乳 ミートマカロニ
マカロニ　豚ひき肉　たまねぎ　人
参　ケチャップ　食塩 五平もち 七分つき米 みそ きび砂糖 しょうゆ お菓子

スティック野菜 牛乳 浅漬け　牛乳 キャベツ　きゅうり　食塩  人参 麦茶人参　きゅうり　みそ　マヨネーズ チーズ　牛乳 牛乳

24 せんべい 25 ボーロ 26 せんべい 27 ビスケット 28 せんべい 29 せんべい

ごはん　果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米

焼きそばめん 豚肉 たまねぎ 人参 は
くさい もやし 干ししいたけ たけの
こ 油 きび砂糖 食塩 しょうゆ 野菜ブ
イヨン 片栗粉 ごま油

あんかけ焼きそ
ば

小松菜ごはん
七分つき米　人参　こまつな　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 七分つき米　豚ひき肉　ひじき　た
まねぎ　人参　ピーマン　にんにく
しょうが　油　ケチャップ　中濃
ソース　食塩　カレールウ　カレー
粉　野菜ブイヨン

鶏むね肉　木綿豆腐　人参　だいこ
ん　ごぼう　さといも　こんにゃく
油　食塩　しょうゆ　だし節　ねぎ

中華ｽｰﾌﾟ 麦
茶

豚肉(もも)　たまねぎ　もやし　人参
こまつな　はるさめ　食塩　しょう
ゆ　野菜ブイヨン

豆腐とわかめ
のスープ

木綿豆腐　生わかめ　しょうゆ　こ
んぶ　かつお節　食塩

さばのﾊﾟﾝ粉焼き

みそ汁 かぶ えのきたけ なめこ みそ 煮干 ワンタンスープ
豚ひき肉　たまねぎ　人参　ねぎ
ワンタンの皮　食塩　しょうゆ　野
菜ブイヨン　もやし

けんちん汁 麦茶

　
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

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　油　パン粉
油　中濃ソース

切り干し大根

野菜スープ
豚肉(もも)　たまねぎ　人参　じゃが
いも　キャベツ　食塩　野菜ブイヨ
ン

さば　食塩　マヨネーズ　パン粉
あおのり

高野豆腐のの
からあげ

凍り豆腐 酒 しょうゆ 中華だしの素
しょうが にんにく ごま油 油 片栗粉

果物　麦茶 果物　麦茶
切り干しだいこん 人参 油揚げ 油 本
みりん しょうゆ きび砂糖 食塩

マカロニ 人参 レタス きゅうり キャ
ベツ マヨネーズ 食塩 酢 油 果物　麦茶

だいこん　上新粉　白玉粉　あおの
り　しょうゆ

さつまいも紅あずま お菓子
さつまいも蒸し
パン　牛乳

小麦粉　ベーキングパウダー　きび
砂糖　油　牛乳　さつまいも

食パン　あずき　きび砂糖　食塩 七分つき米　ツナ油漬缶　塩こんぶ

きゅうり　食塩　しょうゆ　きび砂
糖

おやつ昆布 煮干し　だいず　きび砂糖
きゅうりのしょう

ゆ漬け
人参　きゅうり　みそ　マヨネーズ 大根の甘酢づけ だいこん　食塩　きび砂糖　酢 麦茶

31 せんべい

ごはん　果物 七分つき米

みそ汁　麦茶
だいこん　えのきだけ　こまつな
油揚げ　みそ　煮干し

チャンプルー
豚肉(ばら) にんにく 酒 たまねぎ 人
参 もやし ごま油 油 しょうゆ 食塩
鳥がらだし 木綿豆腐

昆布の佃煮
こんぶ　かつお節　いりごま　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

かぼちゃのケーキ

牛乳

おにぎり(ツナ昆

布)　牛乳

鬼うち豆のりんか
け

焼きいも  牛乳

豆腐の揚げ団子 木綿豆腐 鶏ひき肉 ながいも れんこ
ん ねぎ いりごま 酒 しょうゆ 食塩
こしょう 片栗粉 きび砂糖 しょうゆ
みりん 酒　片栗粉 油

運動会　（協力保育）

七分つき米　豚肉(もも)　たまねぎ
しめじ　にんにく　しょうが　油
小麦粉　ホールトマト　ケチャップ
ウスターソース　食塩

せんべい

ハヤシライス

果物　麦茶

だいこん　えのきたけ　こまつな
油揚げ　みそ　煮干だし汁

焼きいも  牛乳

せんべい 20

そぼろごはん

給食だより
秋のさわやかな気候にかわり、園庭では運動会の練習風景がみられるようになりました。

運動会が終わると遠足も待っています。子どもたちが元気に体を動かして過ごせるように、

新米をはじめ、秋の実りを沢山届けたいと思います。

※献立は、材料の関係などで変更する場合があります。 ※午前中のおやつは、栄養価の関係から、ふたば、つくし、たんぽぽに出しています。

≪今月の果物≫

りんご、なし、みかん、柿、巨峰など
10/7 運動会にむけて「かけっこ勝つカレー」！


