
３歳以上児

日 曜 昼　　　食 お  や  つ 赤：血や肉になる 黄：熱や力となる 緑：調子をととのえる
エネルギー
たんぱく質

鶏もも・高野豆腐・厚揚げ さといも・なたね油・三温糖・ごま にんじん・さやいんげん・たけのこ

糸引き納豆・しらす干し・鶏卵 ごま油・食パン・無塩バター 生しいたけ・大根・ごぼう・こまつな

脱脂粉乳・グリコ　カル鉄牛乳 メープルシロップ りょくとうもやし・日本なし

豚ひき肉・絹ごし豆腐・麦みそ 三温糖・かたくり粉・なたね油 にんじん・たまねぎ・たけのこ・生しいたけ

脱脂粉乳・ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ 白身フライ・大豆油 こねぎ・こまつな・しょうが・グリンピース

ミニカップマフイン りんご・みかん缶詰

ぶり・ロースハム・鶏卵・木綿豆腐 三温糖・じゃがいも・ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ しょうが・大根・たまねぎ・きゅうり

煮干し・脱脂粉乳・普通牛乳 無塩バター・大豆油 にんじん・ミニトマト・みかん缶詰

ほんしめじ・こねぎ・西洋かぼちゃ

豚もも・厚揚げ・さつま揚げ・麦みそ さといも・じゃがいも・なたね油・三温糖 大根・にんじん・たまねぎ・こねぎ・ごぼう

豚ひき肉・鶏卵・普通牛乳・脱脂粉乳 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ・無塩バター えのきたけ・青ピーマン・赤ピーマン

赤たまねぎ・こまつな・日本なし

豚もも・まぐろ缶詰・木綿豆腐・煮干し ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ・ごま たまねぎ・にんじん・えのきたけ

元気ヨーグルト・蒸しケーキ ぶなしめじ・こまつな・生しいたけ

焼きのり・わかめ・りょくとうもやし・バナナ

豚もも・普通牛乳 じゃがいも・なたね油 にんじん・たまねぎ・グリンピース

ピーチあわせるゼリー 青ピーマン・西洋かぼちゃ・バナナ

カクテルゼリー・ビスケット みかん缶詰・もも缶詰・りんご

パインアップル缶詰

豚もも・厚揚げ・蒸しかまぼこ・麦みそ さといも・じゃがいも・三温糖・なたね油 にんじん・大根・ごぼう・さやいんげん

豚ひき肉・木綿豆腐・鶏卵・脱脂粉乳 パイ皮・グラニュー糖 ほしひじき・葉ねぎ・バレンシアオレンジ

まだい・ベーコン・油揚げ・木綿豆腐 かたくり粉・なたね油・三温糖 りんご・レモン・たまねぎ・にんじん

麦みそ・煮干し・脱脂粉乳 ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ 青ピーマン・こまつな・ミニトマト

グリコ　カル鉄牛乳・鶏卵 すりおろしりんごゼリー・薄力粉 西洋かぼちゃ・キャベツ・こねぎ・りんご

無塩バター・グラニュー糖

ささ身・鶏卵・ベーコン・絹ごし豆腐 三温糖・ごま油・かたくり粉・大豆油 こまつな・りょくとうもやし・にんじん

煮干し・脱脂粉乳 ごま・食パン・有塩バター きゅうり・ミニトマト・パインアップル缶詰

グラニュー糖 大根・わかめ・こねぎ

豚ばら・豚もも・油揚げ・煮干し うどん・なたね油・ごま・米・三温糖 大根・にんじん・こまつな・ごぼう

まぐろ缶詰・鶏卵 ごま油 生しいたけ・こねぎ・キャベツ・たまねぎ

きゅうり・りょくとうもやし・バナナ・塩昆布

厚揚げ・普通牛乳 緑豆はるさめ・じゃがいも・なたね油 ほんしめじ・ほうれんそう・にんじん

コロッケ・大豆油 えのきたけ・こねぎ・バレンシアオレンジ

原宿ドック　ココアバナナ

豚もも・厚揚げ・高野豆腐 三温糖・なたね油・薄力粉 切干しだいこん・にんじん・たまねぎ

蒸しかまぼこ・鶏卵・脱脂粉乳 クレープシート さやいんげん・えのきたけ・生しいたけ

ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ ほしひじき・西洋かぼちゃ・えだまめ・かき

バナナ・みかん缶詰・もも缶詰

まだい・鶏卵・ベーコン・脱脂粉乳 緑豆はるさめ・車糖・ごま しょうが・おきなわもずく・きゅうり・にんじん

グリコ　カル鉄牛乳・クリーム・鶏卵 すりおろしゼリーピーチﾋ りょくとうもやし・こまつな・ミニトマト

じゃがいも・ﾏｶﾛﾆ たまねぎ

さつまいも・無塩バター

鶏もも・グリコ　カル鉄牛乳 かたくり粉・なたね油 しょうが・にんにく・たまねぎ・ブロッコリー

エメンタールチーズ・絹ごし豆腐 ﾏｶﾛﾆ・無塩バター・薄力粉 ｽｲｰﾄｺｰﾝ・ミニトマト・大根・えのきたけ

煮干し・脱脂粉乳・フランクフルト ブルーベリーゼリー こねぎ

豚もも・木綿豆腐・厚揚げ・麦みそ さといも・じゃがいも・なたね油 大根・にんじん・たまねぎ・こねぎ・ごぼう

糸引き納豆・脱脂粉乳・鶏卵 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ほんしめじ・りょくとうもやし・かき

グリコ　カル鉄牛乳・まぐろ缶詰 ｽｲｰﾄｺｰﾝ

鶏もも・油揚げ・絹ごし豆腐・煮干し さつまいも・なたね油・かたくり粉 にんじん・生しいたけ・ほんしめじ

三温糖・無塩バター・じゃがいも まいたけ・ごぼう・にんにく・きゅうり

国産リンゴのゼリー・ショートケーキ ｽｲｰﾄｺｰﾝ・サラダな・ミニトマト・大根

わかめ・こねぎ

豚ばら・豚もも・ベーコン・普通牛乳 ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ・メロンパン たまねぎ・こまつな・青ピーマン

木綿豆腐・煮干し 生しいたけ・にんじん・ほんしめじ

えのきたけ・りょくとうもやし・西洋かぼちゃ

こねぎ・のりのつくだ煮

バレンシアオレンジ

豚もも・油揚げ・木綿豆腐 なたね油・薄力粉・大豆油 大根・ごぼう・にんじん・たまねぎ・こねぎ

まぐろ缶詰・鶏卵・脱脂粉乳 すりおろしゼリーピーチ　・パイ皮 西洋かぼちゃ・ほんしめじ・りょくとうもやし

ウインナー えのきたけ・にら

豚もも・厚揚げ・蒸しかまぼこ・麦みそ さといも・じゃがいも・三温糖・なたね油 にんじん・大根・ごぼう・さやいんげん

脱脂粉乳 さつまいも・薄力粉 もずく・りんご

そうめん

まだい・パルメザンチーズ・鶏むね 薄力粉・パン粉・なたね油・かたくり粉 ほしひじき・きゅうり・こまつな・にんじん

鶏卵・木綿豆腐・脱脂粉乳 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ・無塩バター・三温糖 りょくとうもやし・ｽｲｰﾄｺｰﾝ缶詰・ミニトマト

さつまいも たまねぎ・えのきたけ・葉ねぎ

パインアップル缶詰

豚ひき肉・プロセスチーズ・木綿豆腐 パン粉・三温糖・オリーブ油・かたくり粉 キャベツ・たまねぎ・にんじん・こまつな

鶏卵・ロースハム・普通牛乳 食パン・グラニュー糖 レタス・きゅうり・レモン・ミニトマト

パルメザンチーズ・絹ごし豆腐 みかん缶詰・もずく・りょくとうもやし

煮干し・脱脂粉乳 しょうが・りんご

豚ばら・豚もも・蒸しかまぼこ 中華めん・ごま にんじん・たまねぎ・青ピーマン・キャベツ

しらす干し・かつお節・絹ごし豆腐 ステイックタルト　ブルーベリー りょくとうもやし・生しいたけ・あおのり

麦みそ・煮干し・普通牛乳 西洋かぼちゃ・わかめ・ぶなしめじ・葉ねぎ

バレンシアオレンジ

豚もも・こういか・しばえび じゃがいも・なたね油・オリーブ油 にんじん・たまねぎ・グリンピース

あさり缶詰・ボンレスハム・クリーム 三温糖・薄力粉・アーモンド ブロッコリー・ｽｲｰﾄｺｰﾝ缶詰・かき

脱脂粉乳・鶏卵 無塩バター

10月 給食献立表
2022年

1 土 【 運動会 】

3 月
筑前煮　　納豆和え
梨

粉乳
★ミルクフレンチトースト

   480kcal
  26.1g

4 火
麻婆豆腐　　白身魚フライ
りんご

粉乳
★ミニカップケーキ

   461kcal
  24.5g

5 水

ぶりの塩焼き
タルタルポテサラ　　ミニトマト
みかん缶
豆腐としめじのスープ

粉乳
★サーターアンダギー

   459kcal
  25.6g

6 木
田舎風みそ汁
カラフル卵焼き　　梨

粉乳
★塩バタークッキー

   455kcal
  25.3g

7 金
森のきのこの和風パスタ
豆腐ともやしのスープ
バナナ

元気ヨーグルト
蒸しケーキ

   477kcal
  21.8g

8 土
ポークカレー
フルーツ和え

牛乳
アスパラ菓子

   479kcal
  15.0g

11 火
豚肉と野菜の味噌煮
ふくさ焼き　　オレンジ

粉乳
★パルミエ

   470kcal
  26.5g

12 水

白身魚のバーベキュー風
醤油スパゲッティー
ミニトマト　　りんごゼリー
キャベツとかぼちゃの味噌汁

粉乳
★りんごマフイン

   477kcal
  26.9g

13 木

ササミのカレーから揚げ
こまつなサラダ　　ミニトマト
パイン缶
大根とわかめのスープ

粉乳
★バニラトースト

   438kcal
  26.2g

14 金
けんちんうどん
野菜のツナ和え　　バナナ

麦茶
★塩昆布と卵のおにぎり
★揚いりこ

   481kcal
  20.7g

15 土
中華スープ　　野菜コロッケ
オレンジ

牛乳
ココアバナナワッフル

   448kcal
  16.5g

17 月
豚肉と干大根の煮物
岩石揚げ
柿

粉乳
★フルーツクレープ

   466kcal
  22.7g

18 火

白身魚の黄金焼き
もずくの酢の物　　ミニトマト
ピーチゼリー
ミネストローネスープ

粉乳
★キュービックスイートポテト

   445kcal
  23.1g

19 水

鶏の唐揚げ　　ミニグラタン
ミニトマト
ブルーベリーゼリー
大根ときのこのスープ

粉乳
★フランクソテー

   488kcal
  27.1g

20 木
豚汁　　納豆
柿

粉乳
★ツナコーンパン

   449kcal
  27.1g

21 金

【 お誕生会 】
秋の吹き寄せごはん
ガリバタチキン
ポテトサラダ　　サラダ菜
ミニトマト　　りんごゼリー
大根とわかめのスープ

麦茶
ケーキ

22 土

ナポリタンスパゲッティ
豆腐ともやしのすまし汁
海苔佃煮
オレンジ

牛乳
メロンパン

   449kcal
  20.6g

24 月
沢煮椀
豆腐とツナの落とし揚げ
ピーチゼリー

粉乳
★ウインナーパイ

   459kcal
  21.6g

25 火
豚肉と野菜の味噌煮
もずく　　りんご

粉乳
★いがぐりポテト

   457kcal
  20.3g

26 水
白身魚のパン粉焼き
ひじきサラダ　　ミニトマト
かきたま汁　　パイン缶

粉乳
★お芋クッキー

   456kcal
  28.8g

   432kcal
  20.0g

27 木

チーズハンバーグ
シーザーサラダ　　ミニトマト
みかん缶
もずくのとろみスープ

粉乳
★手作り林檎ジャムサンド

   486kcal
  28.2g

28 金
【 秋の園外保育 】

31 月
ハヤシライス　　柿
ハムとじゃが芋のｸﾘｰﾐｰｻﾗﾀﾞ

粉乳
★ハロウィンビスケット

   472kcal
  19.4g

29 土

パッタイ風焼きそば
ふりかけ
南瓜とわかめの味噌汁
オレンジ

牛乳
ステイックタルト

1日～運動会（給食は、ありません） ８日～運動会予備日（給食は、あります）

１９日～秋祭り ２１日～お誕生会（お米を０．５合持たせてください。たんぽぽ、すみれ、ひまわり）

２８日～秋の遠足 （おかず付きお弁当をお願いします。おやつは、園で準備します。）

＜クッキング・食育活動＞

１３日～ひまわり（肉まん作り） １７日～たんぽぽ（ﾌﾙｰﾂｸﾚｰﾌﾟ作り）

２４日～すみれ（お化けウインナーパイ作り） ３１日～さくら（給食のお手伝い・玉ねぎの皮むき）


