
熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

1 586.0(422.0)

土 23.5(17.5)

3 561.8(464.1)

月 23.6(19.1)

4 538.7(456.9)

火 17.0(15.5)

5 562.5(456.9)

水 26.8(22.3)

6 567.2(408.9)

木 30.2(22.2)

7 523.9(446.5)

金 15.9(14.8)

8 465.1(405.4)

土 14.1(13.5)

11 627.2(501.4)

火 27.8(22.8)

12 544.6(537.5)

水 18.8(20.6)

13 670.2(524.5)

木 26.4(20.8)

14 507.7(409.3)

金 16.4(13.8)

15 481.9(372.7)

土 14.1(11.8)

17 567.4(458.8)

月 31.4(25.4)

18 552.3(422.3)

火 28.9(22.2)

19 594.9(455.6)

水 19.7(16.4)

20 591.2(450.4)

木 25.5(19.8)

21 669.2(545.3)

金 29.3(24.3)

22 620.6(467.9)

土 22.2(17.0)

24 654.9(480.1)

月 30.8(22.5)

25 569.9(454.4)

火 21.9(17.6)

26 646.2(499.5)

水 30.4(24.3)

27 527.4(430.2)

木 18.7(16.4)

28 551.1(455.0)

金 21.0(18.4)

29 587.7(423.0)

土 23.1(17.4)

31 607.1(495.8)

月 19.2(16.0)

※　乳児には毎昼食時に果物がついています。

※１４日　幼児お弁当の日　　19日　誕生会　　28日　ハロウイン　
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10時
おや
つ

献立 ３時のおやつ
エネルギー
たんぱく質

材         料        名

チーズとコーンのホットケーキ

牛乳

米、○ホットケーキ粉、ごま
油、砂糖、片栗粉、ごま

○牛乳、木綿豆腐、豚ひき肉、
○チーズ、○卵、米みそ（淡色
辛みそ）、○無塩バター、◎牛
乳

もやし、だいこん、きゅうり、ねぎ、たけ
のこ（水煮缶）、○コーン缶、しめじ、
しょうが、にんじん

牛乳 豚肉の味噌丼　ブロッコリーのサラダ 中華スープ きなこサンド
牛乳

米、○食パン、マヨネーズ、
油、砂糖、○砂糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉(肩・皮
下脂肪なし)、米みそ（淡色辛
みそ）、○無塩バター、○きな
粉

たまねぎ、ブロッコリー、チンゲンサイ、
にんじん、だいこん、きゅうり、ピーマ
ン、ねぎ、しめじ

牛乳 秋野菜のスパゲッティ　  かぶのサラダ 　白菜のスープ　　 梨 しぐれめし
お茶

マカロニ・スパゲティー、○
米、マヨネーズ、油、○砂
糖、砂糖

ベーコン、○あさり水煮缶、粉
チーズ、◎牛乳

なし、かぶ、はくさい、たまねぎ、きゅう
り、なす、ピーマン、にんじん、しめじ、
エリンギィ、まいたけ、うめ干し、○しょ
うが

牛乳 マーボー丼　大根のナムル  もやしのスープ

牛乳 ごはん 　さけのちゃんちゃん焼き　ひじきの炒り煮　大根のすまし汁 みそ蒸しパン

牛乳

米、○はちみつ、砂糖、ご
ま油、○ごま

○牛乳、さけ、○卵、油揚げ、
○米みそ（淡色辛みそ）、白み
そ、無塩バター、◎牛乳

キャベツ、にんじん、だいこん、こまつ
な、しめじ、いんげん、ひじき、レモン
果汁

牛乳 食パン　ヒレ肉のオーロラソース焼き　さっぱりポテトサラダ

青梗菜のスープ　牛乳

きりたんぽ鍋風
お茶

食パン、じゃがいも、○米、
○もち米、マヨネーズ、マー
ガリン、油、小麦粉、砂糖

牛乳、豚肉(ヒレ)、○鶏もも肉
（皮付き）、おから、◎牛乳

きゅうり、チンゲンサイ、かぶ、にんじ
ん、たまねぎ、かぶ・葉、○しらたき、○
ごぼう、しめじ、○まいたけ、○ねぎ、
○せり

ゆでうどん、さつまいも、○
米、砂糖

◎牛乳、鶏もも肉　鶏ひき肉 バナナ、ほうれんそう、えのきたけ、ね
ぎ、にんじん

牛乳 ごはん　豆腐とツナの落とし揚げ　ほうれん草の醤油フレンチサラダ

なすの味噌汁　柿

牛乳くず餅
おせんべい
お茶

米、○砂糖、○くず粉、油、
小麦粉

○牛乳、木綿豆腐、ちくわ、
卵、ツナ水煮缶、米みそ（淡色
辛みそ）、○きな粉、◎牛乳

かき、ほうれんそう、なす、キャベツ、た
まねぎ、ねぎ、にら

牛乳 ごはん　かじきのきのこソースがけ　ごぼうのサラダ

白菜と油揚げの味噌汁　梨

さつまいものチーズ焼き
牛乳

米、○さつまいも、マヨネー
ズ、油、ごま、片栗粉

○牛乳、かじき、油揚げ、米み
そ（淡色辛みそ）、ハム、○
チーズ、いわし(煮干し)、○無
塩バター、無塩バター、◎牛乳

なし、はくさい、ごぼう、きゅうり、にんじ
ん、○コーン缶、マッシュルーム、しめ
じ、えのきたけ、レモン果汁

牛乳 煮込みうどん　さつま芋の甘煮　バナナ 肉そぼろおにぎり
お茶

牛乳 ロールパン　ポークビーンズ　かぼちゃのサラダ　きのこスープ

牛乳

にんじんとしらすのおにぎり
柿
お茶

ロールパン、じゃがいも、○
米、フレンチドレッシング
（分離型）、砂糖、○砂糖

豚肉(肩ロース)、○しらす干し、
無塩バター、牛乳、◎牛乳

かぼちゃ、○かき、たまねぎ、ホールト
マト缶詰、きゅうり、にんじん、えのきた
け、しめじ、○にんじん、干しぶどう、さ
やえんどう、パセリ

牛乳 ごはん　　レバーのかりん揚げ　あっさりピクルス　里芋の味噌汁 スコーン

牛乳

米、さといも、○小麦粉、
油、片栗粉、○砂糖、砂
糖、ごま、○ごま油

○牛乳、豚レバー、米みそ、牛
乳、◎牛乳　バター

きゅうり、キャベツ、ほうれんそう、にん
じん、ねぎ、しょうが、レモン果汁

牛乳 ドリア　レタス和風サラダ　トマトスープ　りんご 担々うどん
お茶

○ゆでうどん、米、米粉、○
ねりごま、パン粉、○砂糖、
油、○すりごま、砂糖

○調製豆乳、牛乳、○豚ひき
肉、無塩バター、○米みそ（淡
色辛みそ）、粉チーズ、◎牛乳

りんご、たまねぎ、レタス、ブロッコ
リー、トマト、きゅうり、にんじん、○もや
し、マッシュルーム、○ねぎ、○きゅう
り、パセリ

牛乳 ベジタブルピラフ　かぶのサラダ　キャベツスープ コーンフレーク
牛乳

米、○コーンフレーク、フレ
ンチドレッシング（分離型）、
油

○牛乳、◎牛乳、ウインナー、
バター

きゅうり、かぶ、キャベツ、ミックスベジタ
ブル（冷凍）、マッシュルーム缶、にん
じん、たまねぎ

牛乳 ごはん　　さけの大和蒸し　　大根のきんぴら　具沢山汁　梨 マカロニイタリアン
牛乳

米、さといも、ながいも、○
マカロニ、砂糖、油、ごま油

○牛乳、さけ、○豚ひき肉、豚
肉、さつま揚げ、米みそ、いわ
し、○粉チーズ、◎牛乳

なし、だいこん、にんじん、板こんにゃ
く、○たまねぎ、○にんじん、○なす、
○しめじ、さやえんどう、ごぼう、ねぎ、
○パセリ

牛乳 きつねうどん　鉄骨サラダ　りんご そばめし
牛乳

ゆでうどん、○米、○焼きそ
ばめん、砂糖、マヨネーズ、
ごま油、○油

○牛乳、鶏肉(もも皮なし)、卵、
油揚げ、なると、○豚ひき肉、
しらす干し、◎牛乳

りんご、ほうれんそう、にんじん、コーン
缶、○ピーマン、ねぎ、○ねぎ、ひじ
き、きゅうり

牛乳 サンドイッチ（手作りりんごジャム）　ポテトチーズフライ

コールスローサラダ　コーンポタージュ

モンブラン

お茶

食パン、じゃがいも、○さつ
まいも、○小麦粉、パン粉、
油、○砂糖、小麦粉、片栗
粉、砂糖

豆乳、豚ひき肉、鶏ひき肉、○
卵、○無塩バター、○生クリー
ム、チーズ、牛乳、卵、◎牛乳

キャベツ、たまねぎ、クリームコーン
缶、コーン缶、きゅうり、りんご、○レモ
ン果汁、にんじん

牛乳 茶飯　　筑前煮　　ブロッコリーのおひたし　　わかめの味噌汁 チーズ蒸しケーキ

牛乳

米、さといも、○小麦粉、○
砂糖、砂糖、油、○ごま油

○牛乳、鶏もも肉、○卵、○ス
ライスチーズ、米みそ）、いわし
(煮干し)、○クリームチーズ◎
牛乳

板こんにゃく、ブロッコリー、にんじん、
ごぼう、たけのこ（水煮缶）、ねぎ、いん
げん、わかめ（乾）

牛乳 ごはん　鰆の磯辺揚げ　こぎつねサラダ　かぼちゃの味噌汁 ホットドック
牛乳

米、○コッペパン、油、片栗
粉、小麦粉、砂糖

○牛乳、さわら、○ウインナー、
米みそ（淡色辛みそ）、油揚
げ、いわし(煮干し)、◎牛乳

かぼちゃ、だいこん、きゅうり、○キャベ
ツ、にんじん、ねぎ、あおのり

牛乳 ハヤシライス　キャベツのサラダ　もやしのスープ ツナサンド
牛乳

米、○食パン、じゃがいも、
○マヨネーズ（スプレッド）、
フレンチドレッシング（分離
型）、油

○牛乳、◎牛乳、豚肉(肩ロー
ス･脂身付)、○ツナ油漬缶（き
はだ）

たまねぎ、もやし、キャベツ、にんじん、
きゅうり、ねぎ

牛乳 ごはん　鶏肉のノルウエー風　うの花炒り煮

キャベツともやしの味噌汁

さつま芋とあんこのいなかまんじゅう

牛乳

米、○小麦粉、○砂糖、片
栗粉、小麦粉、砂糖、ごま
油、油、○さつまいも

○牛乳、鶏肉(もも皮なし)、お
から、○こしあん、米みそ（淡色
辛みそ）、○卵、油揚げ、◎牛
乳

もやし、にんじん、キャベツ、しめじ、い
んげん

牛乳 ごはん　なすのはさみ揚げ　白菜の昆布和え

おふとねぎの味噌汁

クリームチーズサンド
牛乳

米、パン粉、小麦粉、油、焼
ふ(車ふ）、○砂糖、片栗粉

○牛乳、豚ひき肉、鶏ひき肉、
○クリームチーズ、米みそ、い
わし(煮干し)、◎牛乳

はくさい、なす、ねぎ、○パイン缶、に
んじん、塩こんぶ、しょうが

牛乳 お赤飯　　鯖のみそかけ　　高野豆腐の煮物

じゃが芋と玉ねぎの味噌汁

きな粉あげぱん
牛乳

○コッペパン、もち米、じゃ
がいも、米、砂糖、○油、○
グラニュー糖、三温糖、○
砂糖、ごま

○牛乳、さば、米みそ、ささげ
（乾）、凍り豆腐、いわし(煮干
し)、○きな粉、◎牛乳

だいこん、にんじん、たまねぎ、いんげ
ん、しょうが

牛乳 サンマー麺　　さつま芋のレモン煮　梨 洋風寿司
お茶

ゆで中華めん、さつまいも、
○米、砂糖、○砂糖、片栗
粉、ごま油

豚肉(肩ロース)、○焼き豚、◎
牛乳

なし、キャベツ、もやし、たまねぎ、ね
ぎ、にんじん、たけのこ（ゆで）、○にん
じん、レモン、干ししいたけ

牛乳 ぶどうぱん　和風ミートローフ　パスタサラダ　白菜のスープ

みかん

ハロウィンチーズケーキ
お茶

ぶどうパン、スパゲティー、
○砂糖、パン粉、マヨネー
ズ、○小麦粉、片栗粉、砂
糖

豚ひき肉、○クリームチーズ、
○生クリーム、鶏ひき肉、卵、
○卵、ハム、◎牛乳

みかん（早生）、たまねぎ、はくさい、
きゅうり、キャベツ、にんじん、万能ね
ぎ、○レモン果汁、○かぼちゃ

牛乳 マーボー丼　もやしときゅうりのナムル　ワカメスープ はちみつサンド
牛乳

米、○食パン、砂糖、油、ご
ま油、ごま、片栗粉

○牛乳、◎牛乳、絹ごし豆腐、
豚ひき肉、米みそ（淡色辛み
そ）

もやし、きゅうり、たまねぎ、ねぎ、にん
じん、カットわかめ、しょうが

牛乳 中華丼　切干大根のサラダ　ワカメスープ 黒糖パインケーキ
牛乳

米、○小麦粉、○黒砂糖、
ごま油、片栗粉、ごま、砂
糖、油

○牛乳、豚肉(肩・脂身付)、○
卵、○無塩バター、◎牛乳

キャベツ、たまねぎ、きゅうり、にんじ
ん、○パイン缶、たけのこ（ゆで）、しめ
じ、切り干しだいこん、しょうが、カット
わかめ

今月のレシピ紹介
豆腐とツナのおとし揚げ

木綿豆腐は水切りする。
玉ねぎはみじん切り、にらは１センチは幅に切る。
ツナ缶の油を切る。
ボウルに全て合わせて、卵、調味料（しょうゆ、塩、こしょう）、小麦粉を入れてよく混ぜ合わせる。
スプーンですくって落としながら色づくまで揚げる。

※好みの野菜を入れてお試し下さい。

ようやく夏の暑さから解放され、秋の過ごしやすい季節となりました。木の葉も色づきだし、秋
の味覚も増えてきます。食欲の秋というように食べることが楽しい時ですね。保育園ではきのこ
やなす、芋類、柿やみかんなどの豊富な果物も登場します。新米も出てくるので、混ぜごはん
や炊き込みごはんなどもいいですね。家庭では素材の味が分かるようできるだけ薄味にし、良く
噛んで食べることを繰り返し伝えていきましょう。大人が美味しいと感じる塩味は１％で、子ども
は０．５％だそうです。大人にしてみると薄いように思えても、子どもは十分美味しく感じるようで
す。味覚は毎日の食事体験によって作られるので、濃い味に慣れてしまうと薄味に戻すのは大
変です。小さいうちから薄味に配慮しましょう。





ボウルに全て合わせて、卵、調味料（しょうゆ、塩、こしょう）、小麦粉を入れてよく混ぜ合わせる。




