
ごはん ごはん パン ごはん おいなり
チーズオムレツ 鶏肉の蒸し焼き クリームシチュー 麻婆豆腐 さわらの西京焼き
ごぼうサラダ 大豆サラダ マカロニサラダ 中華サラダ ほうれん草の納豆和え

キャベツスープ カラフルスープ ほうれん草のソテー 卵スープ 豚汁
いんげんのソテー ブロッコリーソテー ジョア もも ツナきゅうり

精白米 精白米 中華めん 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 強力粉 精白米 精白米
栄養強化米 栄養強化米 精白米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 ふりかけ 栄養強化米 栄養強化米 薄力粉 栄養強化米 かつお・昆布だし
若鶏もも べにざけ ぶたばら 牛もも ぶたもも さば 若鶏もも 栄養強化米 鶏卵 鶏もも 砂糖 木綿豆腐 穀物酢
マーマレード 清酒 キャベツ 調合油 清酒 竜田揚げ粉 食塩 ゆでうどん プロセスチーズ 食塩 食塩 ぶたひき肉 砂糖
濃口しょうゆ 食塩 青ねぎ 清酒 たまねぎ 調合油 こしょう ぶたもも ほうれんそう こしょう ソフトマーガリン おろししょうが 食塩
しょうが こしょう 調合油 たまねぎ 鶏卵 こまつな パン粉 清酒 ぶたひき肉 たまねぎ 脱脂粉乳 にんにく 生揚げ
清酒 マヨネーズ 焼きそばソース にんじん ごぼう えのきたけ味付け瓶詰 調合油 にんじん 牛ひき肉 えのきたけ ドライイースト 調合油 かつお・昆布だし
さつまいも たまねぎ 食塩 ぶなしめじ にんじん 生揚げ タルタルソース だいこん たまねぎ にんじん 若鶏もも 清酒 砂糖
プレスハム にんじん こしょう グリーンピース 根みつば たまねぎ まぐろフレーク 油揚げ 食塩 ぽん酢しょうゆ 調合油 長ねぎ 薄口しょうゆ
きゅうり 凍り豆腐 チンゲンサイ ハヤシルウ かつお・昆布だし 青ねぎ にんじん 青ねぎ こしょう 大豆水煮缶詰 清酒 たまねぎ みりん風調味料
スイートコーン さやいんげん 木綿豆腐 トマトケチャプ 濃口しょうゆ こんにゃく ブロッコリー かつお・昆布だし トマトケチャプ スイートコーン じゃがいも にんじん いりごま
マヨネーズ にんじん 青ねぎ キャベツ 砂糖 乾わかめ プロセスチーズ 薄口しょうゆ ウスターソース きゅうり たまねぎ テンメンジャン さわら
食塩 かつお・昆布だし 中華だし きゅうり きゅうり かつお・昆布だし マヨネーズ みりん風調味料 ごぼう プロセスチーズ にんじん 濃口しょうゆ 甘みそ
こしょう 薄口しょうゆ 薄口しょうゆ プレスハム 乾わかめ 淡色辛みそ 食塩 トウミョウ マヨネーズ ほうれんそう 片栗粉 みりん風調味料
スライスチーズ 砂糖 食塩 スイートコーン スイートコーン トマト こしょう スイートコーン ごまドレッシング クリームシチュールウ りょくとうもやし 清酒
黒ごま 食塩 こしょう フレンチドレッシング 穀物酢 ほうれんそう まぐろフレーク 食塩 普通牛乳 きゅうり ほうれんそう
にんじん みりん風調味料 マヨネーズ 砂糖 じゃがいも いりごま こしょう マカロニ・スパゲティ プレスハム 納豆
たまねぎ さつまいも じゃがいも 食塩 ベーコン ごまドレッシング ぶなしめじ キャベツ いりごま たくあん漬
黄ピーマン にんじん ベーコン 薄口しょうゆ ブイヨン 食塩 ほうれんそう スイートコーン 薄口しょうゆ いりごま
ブイヨン こんにゃく ソフトマーガリン 木綿豆腐 薄口しょうゆ こしょう 黄ピーマン プレスハム 砂糖 だししょうゆ
薄口しょうゆ えのきたけ ミニトマト ぶなしめじ 食塩 キャベツ たまねぎ マヨネーズ 穀物酢 ぶたばら
食塩 たまねぎ たまねぎ こしょう 赤ピーマン ブイヨン 食塩 ごま油 だいこん
こしょう 青ねぎ 青ねぎ かぼちゃ ベーコン 薄口しょうゆ こしょう 鶏卵 にんじん
りょくとうもやし かつお・昆布だし かつお・昆布だし 食塩 たまねぎ 食塩 ほうれんそう たまねぎ ごぼう
食塩 淡色辛みそ 淡色辛みそ ブイヨン こしょう ベーコン 乾わかめ こんにゃく
こしょう ほうれんそう 蒸しかまぼこ 薄口しょうゆ ブロッコリー 食塩 中華だし 青ねぎ
ブイヨン ぽん酢しょうゆ 食塩 ブイヨン ブイヨン 薄口しょうゆ 淡色辛みそ
青ピーマン まぐろフレーク こしょう 食塩 ジョア 食塩 かつお・昆布だし
にんじん 濃口しょうゆ さやいんげん こしょう こしょう きゅうり

ブイヨン 黄桃缶 まぐろフレーク
食塩 薄口しょうゆ
こしょう 食塩

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 フルーツヨーグルト

オレンジ りんご にんじんケーキ ぶどう

普通牛乳 フルーチェ 普通牛乳 ヨーグルト　いちご味 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 プレーンヨーグルト
白玉粉 普通牛乳 グレープフルーツ さつまいも バナナ 食パン バナナ オレンジ りんご ホットケーキミックス ぶどう フルーツミックス缶
木綿豆腐 コーンフレーク 調合油 いちごジャム 鶏卵 バナナ
砂糖 ビスケット 砂糖 ソフトマーガリン 砂糖
こしあん にんじん

砂糖
普通牛乳

ごはん ごはん ごはん ごはん ケチャップライス ごはん ふりかけごはん ハムピラフ ごはん ケチャップライス きのこスパゲティー
豚肉のオイスター炒め 五目卵焼き 油淋鶏 白身魚の香草パン粉焼き キャベツスープ 甘みそ炒め レバニラ ローストチキン あじの南蛮漬け ハンバーグ ポテトスープ
ブロッコリーごま酢和え 野菜ソテー 春雨サラダ ほうれん草のツナ和え ブロッコリーサラダ ひじきと大豆の煮物 ポテトサラダ 厚揚げのごま和え かぼちゃサラダ

卵スープ 豆腐とわかめのみそ汁 卵スープ 切り干し大根の煮物 海藻スープ けんちん汁 レタススープ ほうれん草のみそ汁 コーンポタージュ
たくあん いんげんのマヨぽん和え ブロッコリーとツナのマヨネーズ和え 白菜ときのこのみそ汁 もも かまぼこ 誕生日ケーキ べったら漬け ブロッコリーソテー

中華めん 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 マカロニ・スパゲティ
ぶたばら むきえび 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 ウインナーソーセージ 栄養強化米 ふりかけ プレスハム 栄養強化米 ウインナーソーセージ ぶなしめじ
キャベツ ぶたばら ぶたもも 鶏卵 鶏もも メルルーサ ミックスベジタブル ぶたもも 栄養強化米 たまねぎ あじ ミックスベジタブル えのきたけ
にんじん たまねぎ たまねぎ にんじん 食塩 食塩 たまねぎ 清酒 鶏肝臓 ミックスベジタブル 清酒 たまねぎ エリンギ
たまねぎ にんじん にんじん たまねぎ 黒こしょう こしょう ブイヨン にんじん 片栗粉 ブイヨン 食塩 ブイヨン ベーコン
青ねぎ こまつな キャベツ 乾しいたけ 薄力粉 パン粉 トマトケチャプ 生揚げ 清酒 ソフトマーガリン こしょう トマトケチャプ たまねぎ
調合油 はくさい エリンギ 鶏ひき肉 砂糖 バジル 食塩 たまねぎ にら 薄口しょうゆ 片栗粉 食塩 青ねぎ
中華だし 生しいたけ 赤ピーマン 青ねぎ 薄口しょうゆ 調合油 こしょう キャベツ りょくとうもやし 食塩 調合油 こしょう 調合油
水 中華だし 青ピーマン 薄口しょうゆ 穀物酢 トマトケチャプ キャベツ エリンギ キャベツ 若鶏もも たまねぎ ぶたひき肉 めんつゆ
食塩 薄口しょうゆ 調合油 みりん風調味料 青ねぎ ウスターソース スイートコーン テンメンジャン 赤ピーマン たまねぎ にんじん 牛ひき肉 じゃがいも
こしょう 食塩 オイスターソース 砂糖 しょうが ほうれんそう ベーコン 濃口しょうゆ ごま油 濃口しょうゆ 穀物酢 たまねぎ にんじん
じゃがいも こしょう 中華だし 食塩 にんにく まぐろフレーク ブイヨン 食塩 薄口しょうゆ 砂糖 砂糖 木綿豆腐 たまねぎ
にんじん 片栗粉 こしょう かつお・昆布だし はるさめ スイートコーン 薄口しょうゆ ブロッコリー オイスターソース みりん風調味料 濃口しょうゆ 普通牛乳 ブイヨン
エリンギ 乾わかめ 片栗粉 しいたけだし きゅうり 乾ひじき 食塩 まぐろフレーク 砂糖 じゃがいも 生揚げ 生パン粉 薄口しょうゆ
たまねぎ だいこん 清酒 ブロッコリー プレスハム マヨネーズ こしょう スイートコーン 片栗粉 プレスハム さやいんげん 食塩 食塩
ブイヨン かにかまぼこ 濃口しょうゆ スイートコーン 穀物酢 切干しだいこん プロセスチーズ 乾ひじき きゅうり いりごま こしょう こしょう
薄口しょうゆ いりごま ブロッコリー 赤ピーマン 砂糖 にんじん マヨネーズ 大豆水煮缶詰 マヨネーズ 濃口しょうゆ トマトケチャプ
食塩 ごま油 濃口しょうゆ ベーコン 薄口しょうゆ 油揚げ 食塩 にんじん 食塩 砂糖 ウスターソース
こしょう 穀物酢 穀物酢 ブイヨン ごま油 かつお・昆布だし こしょう 油揚げ こしょう ほうれんそう かぼちゃ

薄口しょうゆ みりん風調味料 食塩 いりごま 砂糖 海藻ミックス かつお・昆布だし レタス 木綿豆腐 きゅうり
砂糖 ごま油 こしょう 鶏卵 薄口しょうゆ 絹ごし豆腐 濃口しょうゆ じゃがいも エリンギ ミックスベジタブル
絹ごし豆腐 いりごま 絹ごし豆腐 たまねぎ 濃口しょうゆ かにかまぼこ 砂糖 にんじん えのきたけ プレスハム
スイートコーン 砂糖 乾わかめ 乾わかめ みりん風調味料 たまねぎ みりん風調味料 たまねぎ たまねぎ マヨネーズ
チンゲンサイ 鶏卵 たまねぎ 中華だし はくさい 中華だし 木綿豆腐 ブイヨン かつお・昆布だし 食塩
たまねぎ たまねぎ 青ねぎ 薄口しょうゆ エリンギ 薄口しょうゆ だいこん 薄口しょうゆ 淡色辛みそ こしょう
中華だし 乾わかめ 淡色辛みそ 食塩 えのきたけ 食塩 にんじん 食塩 べったら漬 コーンスープ(粉末)
薄口しょうゆ 中華だし かつお・昆布だし こしょう たまねぎ こしょう ごぼう こしょう 水
食塩 薄口しょうゆ さやいんげん ブロッコリー かつお・昆布だし 白桃缶 こんにゃく スポンジケーキ 普通牛乳
こしょう 食塩 ぽん酢しょうゆ まぐろフレーク 淡色辛みそ 青ねぎ ブロッコリー
みかん缶詰 こしょう マヨネーズ マヨネーズ たまねぎ ブイヨン
ホットケーキミックス たくあん漬 食塩 かつお・昆布だし 食塩
鶏卵 薄口しょうゆ こしょう
ソフトマーガリン 食塩

牛乳 牛乳 牛乳 カルピスポンチ ヨーグルト 牛乳 チョコレートババロア 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
みたらし団子 紅茶のパウンドケーキ 焼きいも チーズ蒸しパン 梨 パイナップル フルーツカクテル りんご

ジョア 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 カルピス プレーンヨーグルト 普通牛乳 ババロアの素（チョコ） 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳
ぶどう ぶどうゼリーの素 白玉粉 ホットケーキミックス さつまいも 水 砂糖 ホットケーキミックス 普通牛乳 なし パインアップル フルーツミックス缶 りんご

水 木綿豆腐 鶏卵 白玉粉 プロセスチーズ ホイップクリーム 黄桃缶
砂糖 ソフトマーガリン フルーツミックス缶 鶏卵

濃口しょうゆ 砂糖 ソフトマーガリン

片栗粉 紅茶(茶) 普通牛乳
水 普通牛乳 砂糖

ふりかけごはん
けんちんうどん

食
品
名

食
品
名

お
や
つ

献
立
名

17(土) 19(月)
塩焼きそば 中華丼

さつま芋スティック

牛乳 牛乳牛乳

ジャムサンド
お
や
つ

牛乳 フルーチェ 牛乳 ヨーグルト（いちご）

バナナお月見団子 グレープフルーツ

コンソメスープ さつまいものみそ汁 ミニトマト
もやしソテー ほうれん草のポン酢和え

鶏肉のパン粉焼き

ポパイスープ
南瓜ソテー

豆腐のみそ汁
さつまいものサラダ 高野豆腐の煮物 きゅうりの酢の物 ツナサラダ

かまぼこ

フレンチサラダ 豚肉の柳川風 鯖の竜田揚げ

トマト
厚揚げとねぎのみそ汁
小松菜のなめたけ和え

2020年  10月  献立表

ごはん

07(水) 08(木)

ジャガイモのソテー

ごはん そばめし ハヤシライス ごはん ごはん

06(火) 10(土) 16(金)09(金)

献
立
名

食
品
名

ごはん
鶏肉のマーマレード焼き 鮭のマヨネーズ焼き 青菜スープ

食
品
名

27(火)

みつばこども園

01(木) 02(金) 03(土) 05(月) 12(月) 13(火)

ジョア

蒸しパン

ぶどう ぶどうゼリー

みかん

20(火)

豆腐スープ
ポテトスープ 大根サラダ

バナナ

牛乳

21(水) 22(木) 23(金) 24(土) 26(月) 29(木) 30(金) 31(土)

14(水) 15(木)

牛乳

28(水)

蛋白質

17.1 g

ビタミンＡ
(ﾚﾁﾉｰﾙ当量:RE)

ビタミンＢ１ ビタミンＢ２ ビタミンＣ

14.6 g 183 mg 2.3 mg 213 μg 0.41 mg

☆ 今 月 の 平 均 給 与 栄 養 量 ☆未満児

エネルギー 脂　肪 カルシウム 鉄

0.33 mg 24 mg439 Kcal

蛋白質

19.4 g

ビタミンＡ
(ﾚﾁﾉｰﾙ当量:RE)

ビタミンＢ１ ビタミンＢ２ ビタミンＣ

16.3 g 195 mg 2.5 mg 234 μg 0.47 mg

☆ 今 月 の 平 均 給 与 栄 養 量 ☆以上児

エネルギー 脂　肪 カルシウム 鉄

0.35 mg 27 mg507 Kcal

※食材の都合により献立が

変更に なる場合があります。

10/1は十五夜
この日はお月見

メニューです。

どこがお月見か
見つけてね！

10/30は1日早めの
ハロウィン
かぼちゃをたくさん

使ったハロウィンを

感じられるメニュー

にしています。

お誕生日会

運
動
会


