
＊保育園の行事等により、献立の内容が変更になることがあります。     

＊旬の野菜や果物を取り入れるため、食材が変更になることがあります。  

10月こんだて表 

 

・・・手作りおやつです   今月の果物は 柿 なし りんご みかんです 

日 曜 献        立       名 Kcal 主  な  材  料 午後のおやつ 

1 月 
ごはん 鶏肉のさっぱり煮 ひじきサラダ  

おぼろ汁 
４４２ 

鶏肉 にんにく しょうが/干しひじき キャベツ きゅうり 人参 コーン缶 

マヨドレ すりごま/おぼろ豆腐 大根 小松菜 人参 なめこ 

お茶 

かぼちゃのモンブラン 

2 火 ゆかりご飯 ちくわの磯辺揚げ 酢の物 みそ汁 ４２３ 
ゆかり粉/ちくわ 青のり 小麦粉/ほうれん草 きゅうり 春雨 わかめ 

みかん缶/ じゃがいも 玉ねぎ もやし 人参 油揚げ 

まめぴよココア 

米菓 

3 水 ごはん 魚の煮付け 菊花ごま和え みそ汁 果物 ３９０ 
鮭/菊 ほうれん草 もやし 人参 すりごま/豆腐 じゃがいも 長ねぎ 

えのきたけ 人参 わかめ 

スキムミルク 

ビスケット 

４ 木 ごはん 肉豆腐 のり酢和え お茶 果物 ４３９ 
豆腐 豚肉 玉ねぎ 人参 白菜 えのきたけ しらたき/ほうれん草 

もやし キャベツ 人参 ツナ水煮 刻みのり  

牛乳 

米菓 

５ 金 
（さくらんぼ組お楽しみ会） 

カレーうどん さつまいものごま和え 果物 
４１８ 

豚肉 玉ねぎ 人参 長ねぎ しめじ 油揚げ カレールウ/さつまいも 

小松菜 人参 すりごま 
ミルクココアプリン 

９ 火 
さつまいもごはん 卵焼き わかめとツナの和え物 

みそ汁 
４５９ 

さつまいも 人参 油揚げ/卵/わかめ ツナ水煮 キャベツ きゅうり/ 

豆腐 小松菜 人参 ごぼう 

牛乳 

芋けんぴ 

１０ 水 
食パン ジャム＆ジャム 秋の豆乳シチュー  

わかめサラダ 果物 
４０９ 

ジャム＆ジャム/玉ねぎ 人参 鶏肉 さつまいも しめじ 豆乳 

シチュールウ/わかめ キャベツ きゅうり ロースハム いりごま ごま油 

お茶 

かぼちゃとチーズ 

のだんご 

１１ 木 
（給食実習）カレーライス 切り干し大根サラダ 

お茶 果物 
４７８ 

豚肉 玉ねぎ じゃがいも 人参 マッシュルーム缶 グリンピース 

しょうが にんにく ケチャップ ソース カレールウ/切り干し大根  

きゅうり 人参 ロースハム ごま油 

牛乳 

米菓 

１２ 金 ごはん 魚のゴマダレ焼き 磯びたし のっぺい汁 ４１０ 
鯖 いりごま 片栗粉/もやし ほうれん草 人参 刻みのり/さといも 

ほたて水煮 人参 焼き豆腐 しらたき しいたけ かまぼこ ごぼう 片栗粉 

カルピス 

ギンビスアスパラ 

１５ 月 鶏肉の柳川風丼 さっぱりあえ すまし汁 ４２４ 
卵 鶏肉 しらたき 玉ねぎ ごぼう 人参 しいたけ 片栗粉/キャベツ 

きゅうり 人参 ゆかり粉/豆腐 小松菜 かまぼこ えのきたけ 

りんごのコンポート 

クリーム添え 

１６ 火 
（ラップおにぎり）わかめごはん 

魚の紅葉蒸し ブロッコリーの昆布あえ みそ汁 
４０３ 

タラ マヨドレ 人参 コーン缶/ブロッコリー キャベツ きゅうり 人参 

塩昆布/かぼちゃ 玉ねぎ 人参 豆腐 長ねぎ 

スキムミルク 

米菓 

１７ 水 
（誕生会）中華丼 ごま和え コンソメスープ  

ショートケーキ 
５１２ 

豚肉 イカ うずら卵 なると キャベツ チンゲン菜 玉ねぎ 人参 

しいたけ たけのこ水煮 しょうが ごま油 片栗粉 中華だし/もやし 

ほうれん草 人参 すりごま/人参 ベーコン 小松菜 キャベツ コーン缶 

 

１８ 木 しょうゆラーメン 海草サラダ ゼリー ４４９ 
豚肉 もやし なると 長ねぎ コーン缶 ガラスープ/海草ミックス 人参 

キャベツ ツナ水煮 きゅうり いりごま ごま油 

お茶 

セサミトースト 

１９ 金 
ごはん ふりかけ ポテトのチーズ焼き  

大根スープ 果物 
４５４ 

じゃがいも ベーコン 玉ねぎ マーガリン チーズ パセリ/大根 わかめ 

コーン缶 人参 小松菜 長ねぎ いりごま 

牛乳 

ビスケット 

２２ 月 
ごはん 魚のきのこ焼き なすみそ  

ほうれん草スープ 
４６７ 

鮭 しめじ えのきたけ まいたけ 玉ねぎ バター 片栗粉/なす  

ピーマン/鶏肉 ほうれん草 ベーコン 人参 玉ねぎ 豆乳 

スキムミルク 

米菓 

２３ 火 いりこ菜めし から揚げ カラフルサラダ ポトフ ４２５ 
鶏肉 しょうが 片栗粉/キャベツ きゅうり コーン缶 トマト/じゃがいも 

ポークビッツウインナ― 人参 玉ねぎ かぶ ブロッコリー  

お茶 

ビスコ 

２４ 水 
ぶどう食パン コーンサラダ  

フルーツのヨーグルトかけ 白菜と肉団子のスープ 
３９３ 

豚肉 鶏肉 玉ねぎ しょうが 片栗粉 白菜 小松菜 人参 しめじ/  

コーン缶 キャベツ きゅうり ロースハム/りんご ヨーグルト フルーツミックス 

お茶 

昆布チーズ 

おにぎり 

２５ 木 
ごはん 豚肉のしょうが焼き ピーナッツあえ 

みそ汁 
４５２ 

豚肉 しょうが 玉ねぎ/もやし きゅうり 人参 ピーナッツ粉/油揚げ 

人参 玉ねぎ 小松菜 

牛乳 

米菓 

２６ 金 マーボー丼 もやしのおひたし わかめスープ 394 

豆腐 にんにく しょうが 豚ひき肉 たけのこ水煮 人参 長ねぎ にら 

しいたけ オイスターソース ごま油 片栗粉/もやし きゅうり 人参/ 

わかめ 長ねぎ 青菜 えのきたけ 中華だし いりごま 

お茶 

スィートポテト 

２９ 月 ごはん 納豆あえ 切干大根煮 どさんこ汁 ４１3 
納豆 野沢菜漬け/切り干し大根 人参 ちくわ 打ち豆/鮭 じゃがいも 

大根 人参 長ねぎ コーン缶 しめじ わかめ 

牛乳 

米菓 

３０ 火 広東めん れんこんサラダ 果物  ４６１ 

豚肉 かまぼこ チンゲン菜 もやし 人参 玉ねぎ 白菜 たけのこ水煮 

長ねぎ ごま油 ガラスープ/れんこん キャベツ きゅうり 人参 マヨドレ 

ロースハム 

スキムミルク 

ミレービスケット 

３１ 水 ごはん 鶏肉のみそがらめ 柿なます けんちん汁 ４１２ 
鶏肉 片栗粉/柿 大根 きゅうり/豆腐 じゃがいも 人参 大根 長ねぎ 

しらたき ごぼう 
ハロウィンババロア 
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平成３０年９月２７日   関原保育園 

裏面もご覧 

ください 

 


