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苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

カレーうどん
ゆでうどん　豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん
じゃがいも　かぼちゃ　油　だし節　しょうゆ

カレールウ

豚肉(ばら)　はるさめ　玉ねぎ　人参　ピーマン
干ししいたけ　たけのこ（ゆで）　にんにく

しょうが　しょうゆ　鳥がらだし　野菜ブイヨン
食塩　油　ごま油

豚肉(ばら)　はるさめ　玉ねぎ　人参　ピーマン
干ししいたけ　たけのこ（ゆで）　にんにく

しょうが　しょうゆ　鳥がらだし　野菜ブイヨン
食塩　油　ごま油

豚レバー　牛乳　しょうが　にんにく　酒　しょ
うゆ　片栗粉　油　ケチャップ　中濃ソース　き
び砂糖

※午前のおやつは、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。

牛乳

酢ごぼう　牛乳 ごぼう　きび砂糖　しょうゆ　酢
おやつ昆布　牛
乳

おしゃぶり昆布 煮豆　牛乳 いんげんまめ（乾）　きび砂糖　食塩

キャベツ　きゅうり　にんじん　コーン缶　食塩
酢　こしょう　きび砂糖　油

黄な粉おはぎ 七分つき米　もち米　水　きな粉　きび砂糖　食塩
里芋のベイクド
ポテト

さといも　食塩　油
梅じゃこおにぎ
り

七分つき米　じゃこ　うめ干し　いりごま

ブロッコリー ブロッコリー　塩 鶏のさっぱり煮
鶏ウィング　鶏もも肉（皮付き）　きび砂糖　酢
しょうゆ　にんにく　しょうが

レバーのナポリ
風

果物　麦茶 五目豆　麦茶
だいず（乾）　こんぶ　こんにゃく　人参　ごぼ
う　れんこん　きび砂糖　しょうゆ　本みりん
いんげん

コールスロー

大学芋
さつまいも紅あずま　油　きび砂糖　しょうゆ
黒ごま みそ汁　果物 大根　こまつな　油揚げ　みそ　煮干 シチュー　麦茶

鶏肉　玉ねぎ　人参　じゃが芋　白菜　しめじ
油　牛乳　マーガリン　油　小麦粉　塩　野菜ブ
イヨン　こしょう

けんちんうどん
うどん　人参　大根　ごぼう　里芋　こんにゃく
油　塩　しょうゆ　だし節　鶏糸切り肉　油揚げ
ねぎ　小松菜

さつま芋ごはん 七分つき米　さつまいも紅あずま　本みりん　塩 食パン　果物 食パン

※献立は変更する場合があります。28 せんべい 29 ボーロ 30 せんべい

板ずりきゅうり きゅうり　塩 牛乳

中華おこわ
七分つき米　もち米　鶏ひき肉　にんじん　油揚
げ　干ししいたけ　油　きび砂糖　塩　酒　しょ

うゆ　水
チヂミ

小麦粉　片栗粉　にら　にんじん　豚肉(もも)
油　ごま油　水　しょうゆ　きび砂糖　酢 お菓子

牛乳 麦茶

じゃがもち　牛
乳

じゃがいも　片栗粉　油　きび砂糖　しょうゆ ドーナツ
小麦粉　ベーキングパウダー　きび砂糖　卵　牛

乳　バニラエッセンス　油　水

キャベツのごま
和え

キャベツ　人参　油揚げ　きび砂糖　しょうゆ
いりごま　砂糖　しょうゆ

ほうれんそうと
もやしののり和
え

ほうれんそう　もやし　しょうゆ　油　かつお節
水　焼きのり 果物　麦茶

七分つき米　ケチャップ　塩　野菜ブイヨン　き
び砂糖　鶏もも肉　玉ねぎ　人参　コーン缶

鶏もも肉（皮付き）　しょうゆ　本みりん　酒 野菜スープ
豚肉(もも)　玉ねぎ　人参　キャベツ　じゃがい
も　野菜ブイヨン　塩

果物　麦茶 果物　麦茶

だいこん　木綿豆腐　煮干だし汁　みそみそ　煮干だし汁　かぼちゃ　生わかめ みそ汁　果物

春雨の炒め物 肉じゃが
豚ひき肉　たまねぎ　にんじん　じゃがいも　し
らたき　きび砂糖　本みりん　しょうゆ　油　い
んげん

かじきのみそマ
ヨ

かじき　みそ　マヨネーズ
鶏の照り焼き
麦茶勤労感謝の日

七分つき米 ひじきごはん
七分つき米　にんじん　ごぼう　油揚げ　干しし
いたけ　ひじき　きび砂糖　しょうゆ　食塩　酒
いんげん

タンブリングシ
チュー

鶏肉（皮付き）　玉ねぎ　にんじん　はくさい
油　塩　しょうゆ　だし節　小麦粉　卵　水 みそ汁 はくさい　油揚げ　みそ　煮干だし汁 みそ汁　麦茶

ビスケット 26 せんべい

ごはん 七分つき米 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　水 ごはん　果物

21 クラッカー 22 せんべい 23 24 せんべい 25

おしゃぶり昆布 煮豆　牛乳 いんげんまめ（乾）　きび砂糖　食塩 煮干し　牛乳 麦茶

七分つき米　じゃこ　うめ干し　いりごま チーズラスク 食パン　マーガリン　粉チーズ お菓子

きゅうりのしょ
うゆ漬け　牛乳

きゅうり　しょうゆ　きび砂糖　食塩 チーズ　牛乳
おやつ昆布　牛
乳

果物　麦茶

みそ蒸しパン ホットケーキ　黒砂糖　みそ　きび砂糖　
芋けんぴ（手作
り）

さつまいも紅あずま　油　しょうゆ　きび砂糖　いりごま
里芋のベイクド
ポテト

さといも　食塩　油
梅じゃこおにぎ
り

はくさい　たまねぎ　豚肉(もも)　きび砂糖　本
みりん　しょうゆ　焼き豆腐　しらたき　にんじ
ん

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

れんこんのきん
ぴら

れんこん　ごま油　油　きび砂糖　本みりん
しょうゆ　いりごま 果物　麦茶 五目豆　麦茶

だいず（乾）　こんぶ　こんにゃく　人参　ごぼ
う　れんこん　きび砂糖　しょうゆ　本みりん
いんげん

果物　麦茶

じゃがいも　たまねぎ　生わかめ　みそ　煮干だ
し汁

さんまの蒲焼 さんま　片栗粉　油　きび砂糖　しょうゆ　酒
つくねハンバー
グ

鶏ひき肉　木綿豆腐　たまねぎ　ひじき　ながい
も　パン粉　塩　しょうゆ　本みりん　きび砂糖
片栗粉　水

豆腐のサラダ
鶏ささ身　人参　きゅうり　豆腐　いりごま　油
酢　しょうゆ　ごま油 鶏のさっぱり煮

鶏ウィング　鶏もも肉（皮付き）　きび砂糖　酢
しょうゆ　にんにく　しょうが すき焼風煮

七分つき米 生姜焼きごはん
七分つき米　豚肉(ばら)　豚肉(もも)　しょうが
しょうゆ　いりごま　ごま油

沢煮椀　麦茶
豚肉(ばら)　人参　ごぼう　たけのこ（ゆで）
大根　干ししいたけ　しょうゆ　塩　だし節　油
こまつな

みそ汁　麦茶 はくさい　人参　油揚げ　みそ　煮干 みそ汁　果物 大根　こまつな　油揚げ　みそ　煮干 みそ汁

せんべい 19 せんべい

ごはん　果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米 さつま芋ごはん 七分つき米　さつまいも紅あずま　本みりん　塩 ごはん

14 せんべい 15 胚芽クッキー 16 せんべい 17 ボーロ 18

ごぼう　きび砂糖　しょうゆ　酢 牛乳 牛乳 麦茶

凍り豆腐　マーガリン　きび砂糖 チヂミ
小麦粉　片栗粉　にら　にんじん　豚肉(もも)
油　ごま油　水　しょうゆ　きび砂糖　酢 お菓子

板ずりきゅうり きゅうり　塩 牛乳 酢ごぼう　牛乳

ほうれんそう　もやし　しょうゆ　油　かつお節
水　焼きのり 果物　麦茶

じゃがもち　牛
乳

じゃがいも　片栗粉　油　きび砂糖　しょうゆ 中華おこわ
七分つき米　もち米　鶏ひき肉　にんじん　油揚
げ　干ししいたけ　油　きび砂糖　塩　酒　しょ

うゆ　水
黄な粉おはぎ 七分つき米　もち米　水　きな粉　きび砂糖　食塩

高野豆腐のラス
ク

豚肉(もも)　玉ねぎ　人参　キャベツ　じゃがい
も　野菜ブイヨン　塩

果物　麦茶 果物  麦茶 果物　麦茶
キャベツのごま
和え

キャベツ　人参　油揚げ　きび砂糖　しょうゆ
いりごま　砂糖　しょうゆ

ほうれんそうと
もやしののり和
え

ブロッコリー　塩 かじき　みそ　マヨネーズ
鶏の照り焼き
麦茶

鶏もも肉（皮付き）　しょうゆ　本みりん　酒 野菜スープ

さつまいも紅あずま　油　きび砂糖　しょうゆ
黒ごま みそ汁　麦茶 みそ　煮干　かぼちゃ　生わかめ みそ汁　果物 だいこん　木綿豆腐　煮干だし汁　みそ

春雨の炒め物
マカロニグラタ
ン

マカロニ　鶏肉　玉ねぎ　人参　コーン缶　塩
油　マーガリン　小麦粉　牛乳　塩　こしょう
野菜ブイヨン　ピザ用チーズ　あおのり

ブロッコリー

うどん　人参　大根　ごぼう　里芋　こんにゃく
油　塩　しょうゆ　だし節　鶏糸切り肉　油揚げ
ねぎ　小松菜

ごはん　果物

かじきのみそマ
ヨ

ひじきごはん
七分つき米　にんじん　ごぼう　油揚げ　干しし
いたけ　ひじき　きび砂糖　しょうゆ　食塩　酒
いんげん

タンブリングシ
チュー

鶏肉（皮付き）　玉ねぎ　にんじん　はくさい
油　塩　しょうゆ　だし節　小麦粉　卵　水 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　もやし　食塩　野菜ブイヨン 大学芋

ごはん 七分つき米 食パン 食パン けんちんうどん 七分つき米

10 せんべい 11 ビスケット 12 せんべい7 クラッカー 8 せんべい 9 せんべい

煮干し　牛乳 麦茶
きゅうりのしょ
うゆ漬け　牛乳

きゅうり　しょうゆ　きび砂糖　塩 チーズ　牛乳

チーズラスク 食パン　マーガリン　粉チーズ 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　　みそ　きび砂糖　
芋けんぴ（手作
り）

さつまいも紅あずま　油　しょうゆ　きび砂糖　いりごま

鶏ひき肉　豆腐　たまねぎ　ひじき　ながいも
パン粉　塩　しょうゆ　本みりん　きび砂糖　片
栗粉

すき焼風煮
はくさい　たまねぎ　豚肉(もも)　きび砂糖　本
みりん　しょうゆ　焼き豆腐　しらたき　にんじ
ん

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

れんこんのきん
ぴら

れんこん　ごま油　油　きび砂糖　本みりん
しょうゆ　いりごま

はくさい　にんじん　油揚げ　みそ　煮干 みそ汁 じゃがいも　たまねぎ　生わかめ　みそ　煮干

さんまの蒲焼
さんま　片栗粉　油　きび砂糖　しょうゆ　酒
水

つくねハンバー
グ

ごはん 七分つき米 生姜焼きごはん
七分つき米　豚肉(ばら)　豚肉(もも)　しょうが
しょうゆ　いりごま　ごま油

沢煮椀　果物
豚肉(ばら)　人参　ごぼう　竹の子（ゆで）　大
根　干しいたけ　しょうゆ　塩　だし節　油　小
松菜

みそ汁　果物

せんべい 5 せんべい

ごはん　麦茶 七分つき米 ごはん　麦茶 七分つき米

土曜日

1 せんべい 2 胚芽クッキー 3 4

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

ケチャップライ
ス

【しめじごはん】米２合（300ｇ）、ヒラタケしめじ50ｇ、あげ半枚、塩2ｇ、しょうゆ、みりん大さじ1、酒小さじ1強
米をとぎ、炊飯器の2合の目盛りまで水と調味料を入れる。千切りの油揚げと、さいたしめじを入れて炊く。

文化の日
豚汁

豚肉(もも)　だいこん　にんじん　ごぼう　ねぎ
じゃがいも　豆腐　油揚げ　だし節　みそ

ケチャップライ
ス

七分つき米　ケチャップ　塩　野菜ブイヨン　き
び砂糖　鶏もも肉　玉ねぎ　人参　コーン缶

豚汁
豚肉(もも)　だいこん　にんじん　ごぼう　ねぎ

じゃがいも　豆腐　油揚げ　だし節　みそ

給食だより

１０月は、運動会や遠足などの行事があり、子どもたちの成⾧を感じることが出来ましたね。子どもたちも楽しみながら、できた事の喜びを感じ

ている姿があり、この自信をばねに、さらに成⾧していく時期です。食欲の秋と共にしっかり食べて、力を蓄えて欲しいですね。コロナやインフ

ルエンザに負けない体づくりにもつながります。

先日、つくしさん、たんぽぽさんでしめじごはんのしめじをさいて細かくするお手伝いをしてくれました。きのこに触れて、苦手でも一口食べ

てみようとする姿もあったようです。楽しみながら秋の味覚のおいしさを知ってくれることがとても嬉しいですね。


