
2022年10月 桜山保育園 2022年10月 桜山保育園

中期/後期 中期/後期

午前食 午後食 午前食 午後食
1 うどん 鮭とキャベツの粥/鮭とキャベツの軟飯 1

（土） （うどん・しらす・玉ねぎ・人参・キャベツ・昆布だし・味噌） （米・鮭・キャベツ） （土）
ゆで野菜（じゃがいも） にんじんときゅうりのスープ

（にんじん・きゅうり・昆布だし・醤油）

3 粥/軟飯 しらすとにんじんの粥/しらすにんじんの軟飯 3
（月） お麩のみそ汁（麩・昆布だし・味噌） （米・しらす・にんじん） （月）

肉じゃが（ささみ・玉ねぎ・人参・じゃがいも・昆布だし・醤油） 豆腐とたまねぎのスープ（昆布だし・醬油）
ゆで野菜（きゅうり）

4 粥/軟飯 うどん 4
（火） カブのスープ（カブ・昆布だし・醬油） （うどん・鶏ひき肉・玉ねぎ・人参・小松菜・昆布だし・味噌） （火）

カレイのりんごソース/カジキのりんごソース ゆで野菜（さつまいも）
（カレイ/カジキ・りんご・玉ねぎ・醤油）
ゆで野菜（にんじん）

5 パン粥/食パン 粥/軟飯 5
（水） たまねぎのスープ（昆布だし・醤油） キャベツのスープ（キャベツ・昆布だし・醬油） （水）

トマト煮（鶏ささみ/鶏もも・玉ねぎ・人参・かぼちゃ・トマト・味噌） かぼちゃの白和え（かぼちゃ・豆腐・醤油）
ゆで野菜（きゅうり）

6 粥/軟飯 さつまいも粥/さつまいも軟飯 6
（木） だいこんのみそ汁（だいこん・昆布だし・味噌） （米・さつまいも） （木）

肉野菜あんかけ（鶏ひき肉・白菜・玉ねぎ・人参・昆布だし・醤油・片栗粉） 鮭の豆乳スープ煮（鮭・玉ねぎ・昆布だし・豆乳）
梨

7 うどん 粥/軟飯 7
（金） （うどん・鶏ひき肉/豚ひき肉・キャベツ・人参・昆布だし・醬油） 豆腐のみそ汁（豆腐・昆布だし・味噌） （金）

ゆで野菜（ブロッコリー） カレイとキャベツのうま煮
後期　オレンジ （カレイ・キャベツ・昆布だし・醤油・片栗粉）

8 そぼろ粥/そぼろ軟飯 カレイとキャベツの粥/カレイとキャベツの軟飯 8
（土） （米・鶏ひき肉・昆布だし） （米・キャベツ・カレイ） （土）

かぼちゃと玉ねぎのみそ汁（かぼちゃ・玉ねぎ・昆布だし・味噌） 高野豆腐とにんじんの煮物
ゆで野菜（にんじん） （高野豆腐・人参・昆布だし・醤油）

11 うどん 納豆粥/納豆軟飯（米・ひきわり納豆） 11
（火） （うどん・鶏ひき肉・玉ねぎ・人参・キャベツ・昆布だし・味噌） 豆腐とにんじんのスープ（豆腐・人参・昆布だし・醤油） （火）

きゅうりとトマト和え（きゅうり・トマト）
バナナ

12 粥/軟飯 粥/軟飯 12
（水） なすのみそ汁（なす・昆布だし・味噌） カレイのみそ煮 （水）

そぼろ煮（鶏ひき肉・玉ねぎ・人参・昆布だし・醤油・片栗粉） （カレイ・玉ねぎ・キャベツ・味噌）
ゆで野菜（キャベツ） バナナヨーグルト（バナナ・ヨーグルト）

13 粥/軟飯 きなこパン粥（食パン・きなこ）/ツナサンド（食パン・ツナ） 13
（木） 豆腐のスープ（豆腐・昆布だし・醬油） ミルクスープ（たまねぎ・人参・粉ミルク・味噌） （木）

ささみの野菜あんかけ
（鶏ささみ・玉ねぎ・人参・昆布だし・醤油・片栗粉）
ゆで野菜（きゅうり）

14 粥/軟飯 うどん 14
（金） だいこんのみそ汁（大根・昆布だし・味噌） （うどん・鶏ひき肉・大根・人参・昆布だし・醤油） （金）

鮭の蒸し煮 ゆで野菜（じゃがいも）
にんじんと大豆の煮物（人参・水煮大豆・昆布だし・醤油・片栗粉）

15 豆乳うどん しらすとキャベツの粥/しらすとキャベツの軟飯 15
（土） （うどん・鶏ひき肉/豚ひき肉・玉ねぎ・人参・豆乳・味噌・昆布だし） にんじんと豆腐のスープ（人参・豆腐・昆布だし・醤油） （土）

ゆで野菜（きゅうり）

17 粥/軟飯 ささみとにんじんの粥/ささみとにんじんの軟飯 17
（月） お麩のみそ汁（麩・昆布だし・味噌） 玉ねぎのスープ（たまねぎ・昆布だし・醤油） （月）

豆腐の野菜あんかけ
（豆腐・玉ねぎ・人参・キャベツ・昆布だし・醤油・片栗粉）
ゆで野菜（さつまいも）

18 粥/軟飯 カレイとだいこんの粥/カレイとだいこんの軟飯 18
（火） だいこんのみそ汁（大根・昆布だし・味噌） 豆腐のスープ（豆腐・昆布だし・醤油） （火）

ささみの蒸し煮/鶏ももの蒸し煮
ゆで野菜（じゃがいも）

19 パン粥/食パン 粥/軟飯 19
（水） たまねぎのスープ（たまねぎ・昆布だし・醤油） じゃがいものみそ汁（じゃがいも・昆布だし・みそ汁） （水）

鮭の豆乳みそ煮（鮭・豆乳・味噌） 納豆和え（ひきわり納豆・にんじん・きゅうり・醤油）
ゆで野菜（にんじん・キャベツ）

20 粥/軟飯 しらすとはくさいの粥/しらすとはくさいの軟飯 20
（木） はくさいのスープ（白菜・昆布だし・醤油） （米・しらす・白菜） （木）

そぼろ煮（鶏ひき肉・たまねぎ・人参・なす・昆布だし・醬油・片栗粉） トマトスープ（トマト・昆布だし・醤油）
後期　オレンジ

21 うどん 粥/軟飯 21
（金） （うどん・鶏ささみ・玉ねぎ・人参・ほうれん草・昆布だし・味噌） 豆腐のみそ汁（豆腐・昆布だし・味噌） （金）

ゆで野菜（ブロッコリー） 鮭とブロッコリーのうま煮（鮭・ブロッコリー・昆布だし・醤油）

24 粥/軟飯 カレイとにんじんの粥/カレイとにんじんの軟飯 24
（月） たまねぎのスープ（玉ねぎ・昆布だし・醬油） （米・カレイ・人参） （月）

ささみと野菜のみそ煮（鶏ささみ・玉ねぎ・人参・昆布だし・味噌） じゃがいものスープ（じゃがいも・昆布だし・醤油）
ゆで野菜（きゅうり）

25 パン粥/食パン 納豆粥/納豆軟飯 25
（火） 豆乳スープ（たまねぎ・豆乳・昆布だし・味噌） （米・ひきわり納豆） （火）

しらすとキャベツ和え（しらす・キャベツ） さつまいものみそ汁
ゆで野菜（にんじん） （さつまいも・玉ねぎ・昆布だし・味噌）

26 粥/軟飯 うどん 26
（水） にんじんのスープ（人参・昆布だし・醬油） （うどん・鶏ひき肉・玉ねぎ・人参・昆布だし・味噌） （水）

カレイの蒸し煮 ゆで野菜（トマト）
ゆで野菜（じゃがいも）

27 粥/軟飯 鮭とかぶの粥/鮭とかぶの軟飯 27
（木） かぶのみそ汁（カブ・昆布だし・味噌） （米・鮭・カブ） （木）

鶏の蒸し煮（鶏ささみ/鶏もも肉） にんじんのスープ（人参・昆布だし・醤油）
ゆで野菜（きゅうり）

28 うどん 粥/軟飯 28
（金） （うどん・鶏ささみ・玉ねぎ・人参・昆布だし・醬油） 豆腐のみそ汁（豆腐・昆布だし・味噌） （金）

ゆで野菜（だいこん） だいこんとしらすのうま煮
バナナ （だいこん・しらす・昆布だし・醬油・片栗粉）

29 粥/軟飯 ※ベビーフードでの対応をさせていただきます 29
（土） たまねぎのスープ（玉ねぎ・昆布だし・醤油） （土）

豆腐のそぼろあんかけ
（豆腐・鶏ひき肉・人参・キャベツ・昆布だし・醬油・片栗粉）

31 粥/軟飯 カレイとだいこんの粥/カレイとだいこんの軟飯 31
（月） にんじんのスープ（人参・昆布だし・醬油） たまねぎのみそ汁（玉ねぎ・昆布だし・味噌） （月）

かぼちゃとひき肉のミルク煮
（かぼちゃ・鶏ひき肉・玉ねぎ・粉ミルク・味噌）
ゆで野菜（きゅうり）
りんご

肉みそそぼろ丼（米・豚ひき肉・玉ねぎ・人参・キャベツ・エリンギ・砂糖・みりん・酒・味噌・醤
油）
スープ（豆腐・ねぎ・鶏ガラ・醤油）
バンサンスー（春雨・きゅうり・人参・砂糖・酢・醤油・ごま油・鶏ガラ）

牛乳
たまごボーロ
ハイハイン

ロールパン
スープ（しめじ・チンゲン菜・コンソメ）
かぼちゃのミートグラタン（かぼちゃ・無塩バター・豚ひき肉・玉ねぎ・人参・油・小麦粉・ケ
チャップ・チーズ）
キュービックサラダ（きゅうり・人参・大根・コーン・砂糖・酢・醤油・ごま油）
りんご

牛乳
ハロウィンクッキー（小麦粉・砂糖・無塩バター・卵・牛乳）

    献    　  立      　表

軟飯
わかめスープ（わかめ・ごま・鶏ガラ・醤油）
白身魚のケチャップあんかけ
（カレイ・片栗粉・油・玉ねぎ・人参・ピーマン・しめじ・ケチャップ・砂糖・醤油・みりん・片栗
粉）
あおのりポテト（じゃがいも・あおのり）

牛乳
ごまちんすこう（小麦粉・砂糖・油・すりごま・くろごま）

軟飯
みそ汁（カブ・鶏がら・醤油）
鶏のてりやき（鶏もも肉・砂糖・みりん・酒・醤油）
レンコンサラダ（レンコン・きゅうり・人参・酢・砂糖・醤油・すりごま）

牛乳
チーズまんじゅう（無塩バター・砂糖・卵・小麦粉・ベーキングパウダー・ク
リームチーズ）

うどん（うどん・豚肉・玉ねぎ・人参・ねぎ・かつお昆布だし・みりん・酒・醤油）
だいこんのツナ和え（大根・きゅうり・人参・ツナ・マヨネーズ・砂糖・醤油・ごま油）
バナナ

牛乳
コーンフレーク

鶏ときのこのパスタ（スパゲッティ・鶏もも肉・しめじ・ほうれん草・海苔・バター・醤油・みり
ん）
スープ（じゃが芋・玉ねぎ・コンソメ）
ブロッコリーのごま和え（ブロッコリー・人参・きゅうり・砂糖・醤油・ごま油・すりごま・ねりご
ま）

牛乳
きなこくずもち（豆乳・片栗粉・きな粉・砂糖）

軟飯
かきたま汁（卵・かつお昆布だし・片栗粉・酒・醤油）
すきやき風煮（豚肉・豆腐・玉ねぎ・ねぎ・人参・えのき・かつお昆布だし・みりん・砂糖・醤油）
マカロニサラダ（マカロニ・きゅうり・人参・チーズ・マヨネーズ）

牛乳
焼きビーフン（ビーフン・豚ひき肉・玉ねぎ・人参・ニラ・砂糖・鶏ガラ・醬
油・ごま油）

コッペパン
スープ（玉ねぎ・チンゲン菜・コーン・コンソメ）
とんかつ（豚ロース・小麦粉・卵・パン粉・油）
パリパリサラダ（キャベツ・人参・きゅうり・ぎょうざの皮・油・酢・砂糖・醤油・ごま油）
柿

牛乳
スイートポテトケーキ
（さつまいも・無塩バター・グラニュー糖・牛乳・卵・ホットケーキ粉・生ク
リーム）

軟飯
みそ汁（大根・豆腐・かつお昆布だし・味噌）
からあげ（鶏もも肉・酒・醤油・みりん・生姜・片栗粉・油）
ナムル（もやし・きゅうり・人参・すりごま・砂糖・醤油・ごま油・酢）

牛乳
みたらしいももち
（じゃがいも・片栗粉・牛乳・醤油・みりん・砂糖・片栗粉）

食パン
スープ（たまねぎ・人参・コンソメ）
鮭のオーロラソース（鮭・小麦粉・ケチャップ・マヨネーズ）
キャベツのりんご酢サラダ（キャベツ・きゅうり・人参・りんご酢・砂糖・油）

牛乳
豚しぐれ軟飯（米・豚肉・砂糖・みりん・酒・醤油）

ジャージャー風肉みそ丼
（米・豚ひき肉・玉ねぎ・人参・なす・生姜・ごま油・鶏ガラ・味噌・醤油・砂糖・酒・片栗粉）
はるさめスープ（春雨・白菜・人参・小葱・鶏ガラ・醤油）
鉄骨サラダ（ひじき・人参・コーン・しらす・砂糖・酢・ごま油・醤油・マヨネーズ）
オレンジ

牛乳
蒸しパン（米粉・ベーキングパウダー・卵・砂糖・牛乳・油）

軟飯
豚汁（豚肉・大根・人参・里芋・ねぎ・ごぼう・ごま油・かつお昆布だし・味噌）
鮭の塩焼き（鮭・塩）
ひじきの五目煮（ひじき・人参・大豆水煮・ごま油・かつお昆布だし・砂糖・酒・みりん・醤油）

牛乳
マカロニきなこ（マカロニ・きなこ・砂糖）

ごま豆乳うどん
（うどん・豚ひき肉・ねぎ・人参・エリンギ・酒・みりん・味噌・砂糖・チンゲン菜・かつお昆布だ
し・無調整豆乳・鶏ガラ・ねりごま）
フレンチサラダ（キャベツ・人参・きゅうり・油・砂糖・酢）

牛乳
五平餅（米・酒・砂糖・ごま）

わかめ軟飯（米・わかめ・昆布だし）
みそ汁（麩・かつお昆布だし・味噌）
豆腐チャンプルー（豚肉・豆腐・玉ねぎ・キャベツ・人参・ニラ・卵・ごま油・みりん・醤油・鶏ガ
ラ・かつお節）
さつまいもの甘煮（さつまいも・かつお昆布だし・砂糖・みりん・醤油）

牛乳
ぎょうざの皮ピザ（餃子の皮・玉ねぎ・ピーマン・コーン・ケチャップ・チー
ズ）

焼きうどん（うどん・豚肉・玉ねぎ・人参・キャベツ・もやし・ごま油・鶏ガラ・かつお節）
スープ（ねぎ・豆腐・鶏ガラ・醤油）
きゅうりとトマトのこんぶ和え（きゅうり・トマト・塩こんぶ・ごま・砂糖・酢・醤油・ごま油）
バナナ

牛乳
しらすとあおのりの軟飯
（米・しらす・あおのり・昆布だし・醤油）

軟飯
みそ汁（なす・かつお昆布だし・味噌）
和風ハンバーグ（豚ひき肉・豆腐・玉ねぎ・人参・パン粉・牛乳・酒・砂糖・みりん・醤油・片栗
粉）
キャベツのおかか和え（キャベツ・人参・かつお節・砂糖・酢・醤油・ごま油）
オレンジ

牛乳
フルーツヨーグルト
（無糖ヨーグルト・バナナ・みかん缶・グラニュー糖）
クラッカー

プルコギ丼（米・豚肉・玉ねぎ・春雨・ピーマン・ごま油・鶏ガラ・醤油・みりん・砂糖・ごま）
中華コーンスープ（クリームコーン・卵・小葱・片栗粉・鶏ガラ・醤油）
きゅうりと人参の中華サラダ（きゅうり・人参・砂糖・酢・醤油・ごま油）

牛乳
ツナサンド（食パン・ツナ・マヨネーズ）

中華丼（米・豚肉・白菜・玉ねぎ・人参・えのき・チンゲン菜・ごま油・砂糖・みりん・鶏ガラ・醤
油・片栗粉）
卵スープ（卵・ごま・鶏ガラ・醤油）
わかめサラダ（わかめ・だいこん・人参・きゅうり・砂糖・酢・醤油・ごま油・鶏ガラ）
梨

牛乳
大学芋（さつまいも・油・砂糖・みりん・醤油・黒ごま）

みそうどん（うどん・豚ひき肉・人参・もやし・ねぎ・コーン・生姜・ごま油・鶏ガラ・醤油・砂
糖・味噌・かつお昆布だし）
ブロッコリーサラダ（ブロッコリー・人参・キャベツ・マヨネーズ・醤油・砂糖・ごま油）
オレンジ

牛乳
ゼリー
ハイハイン

二色丼（米・鶏ひき肉・かつお昆布だし・砂糖・みりん・酒・醤油・味噌・卵・マヨネーズ・砂糖・
醤油・油）
みそ汁（かぼちゃ・玉ねぎ・かつお昆布だし・味噌）
磯和え（もやし・キャベツ・人参・あおのり・砂糖・醤油・酢・ごま油）

牛乳
高野豆腐のラスク（高野豆腐・砂糖・無塩バター）

軟飯
みそ汁（麩・かつお昆布だし・味噌）
肉じゃが（豚肉・玉ねぎ・人参・じゃが芋・油・かつお昆布だし・砂糖・みりん・酒・醤油）
納豆和え（ひきわり納豆・チンゲン菜・人参・砂糖・醤油・ごま油）

牛乳
マドレーヌ（小麦粉・無塩バター・砂糖・卵・ベーキングパウダー）

軟飯
すまし汁（カブ・えのきたけ・かつお昆布だし・酒・醤油）
カジキのバーベキューソース（カジキ・片栗粉・りんご・玉ねぎ・酒・みりん・砂糖・醤油・酢）
三色ごま和え（もやし・小松菜・人参・すりごま・マヨネーズ・味噌・砂糖・醤油・ごま油）

牛乳
バナナヨーグルト（無糖ヨーグルト・バナナ・グラニュー糖）
クラッカー

食パン
スープ（チンゲン菜・コーン・コンソメ）
チキンのトマト煮（鶏もも肉・玉ねぎ・人参・しめじ・かぼちゃ・油・トマト缶・コンソメ）
さっぱりサラダ（キャベツ・きゅうり・人参・砂糖・酢・油）

牛乳
ごまとあおのりの軟飯（米・あおのり・ごま・醤油・昆布だし）

    献    　  立      　表

日付 日付
完了

ツナとしらすのパスタ（スパゲッティ・ツナ・しらす・玉ねぎ・人参・キャベツ・油・コンソメ・醤
油・みりん）
スープ（じゃがいも・玉ねぎ・コンソメ）
たまごサラダ（卵・ブロッコリー・にんじん・マヨネーズ・醤油）

牛乳
ハイハイン
ビスケット


