
     きゅうしょくこんだてよていひょう
２０２０年１０月

エネルギー

たんぱく質

脂質

食物繊維

1 554(494)

木 19.5(18.3)

15.1(15.2)

お月見 5.0(3.9)

2 524(473)

金 18.5(17.5)

13.5(13.9)

4.7(4.0)

3・17・31 553(502)

土 20.0(19.3)

13.6(14.4)

3.6(2.8)

5・19 506(461)

月 18.7(17.7)

10.6(11.7)

3.6(2.9)

6・20 483(462)

火 19.0(19.0)

11.3(13.1)

5.3(4.2)

7・21 528(469)

水 24.2(20.8)

14.4(14.3)

3.0(2.6)

8・22 513(466)

木 20.8(19.4)

14.4(14.7)

5.7(4.6)

9 510(462)

金 19.7(18.4)

11.4(12.2)

4.8(4.1)

10・24 531(467)

土 16.7(15.9)

16.2(16.2)

3.4(2.5)

12・26 524(475)

月 21.1(19.6)

14.8(15.0)

5.8(4.7)

13・27 580(517)

火 18.8(17.7)

16.4(16.2)

4.7(3.7)

14・28 566(499)

水 21.8(18.8)

15.4(15.1)

4.4(3.8)

15 487(446)

木 17.3(16.6)

15.0(15.2)

3.6(2.9)

16 595(540)

金 21.2(19.7)

17.5(17.0)

2.5(2.8)

23 612(550)

金 15.5(15.4)

17.6(17.4)

誕生日会
5.1(4.4)

29 572(514)

木 18.5(17.6)

13.8(14.2)

4.1(3.3)

30 575(517)

金 18.2(17.2)

20.0(19.0)

6.0(5.1)

☆メニュー、材料は都合により変更することがあります
☆おやつ・カフェテリア給食の◎印及び栄養量の（ ）内は、乳児クラス対象となります
☆今月のフルーツはバナナ、オレンジ、グレープフルーツ、梨、りんご、柿です
★今月のTABLE　FOR　TWO献立は、8・22日です

世界の料理
（台湾）

秋の遠足
（お弁当）

ハロウィン
カフェテリア

給食
ぱいんぐみ
ぶどうぐみ
めろんぐみ

◎かぼちゃのキャロットライス
◎ハロウィンミートローフ
◎ジャックオランタンのピクルス

◎パンプキンポタージュ
旬のフルーツ盛り
（◎フルーツ：柿）

◎豆乳
牛乳
果肉入りりんごゼリー

調製豆乳、／米、発芽玄米、にんじん、バター、食塩、ケチャップ、ブロッコリー、／
豚ひき肉、おから、たまねぎ、にんじん、無調整豆乳、コーン缶、ナツメグ、パン粉、
ケチャップ、食塩、なたね油（大豆・なたね油）、スライスチーズ、／きゅうり、だいこ
ん、にんじん、黄パプリカ、てんさい糖　（液体）、酢、しょうゆ、食塩、／かぼちゃ（皮
付き）、たまねぎ、バター、かつお・昆布だし汁、牛乳、生クリーム、食塩、パセリ粉、
／◎柿、梨、りんご、／牛乳、／水、かんてん（粉）、てんさい糖、りんご濃縮果汁、
りんご、てんさい糖、

きのこ入りカレーライス
押麦入りイタリアンサラダ
叩きごぼうとベーコンのスープ
フルーツ

◎牛乳
牛乳
コーンの和風蒸しパン

牛乳、／米、発芽玄米、鶏むね肉、たまねぎ、じゃがいも、エリンギィ、なたね油（大
豆・なたね油）、小麦粉、バター、カレー粉、脱脂粉乳、かつおだし汁、食塩、ケ
チャップ、ウスターソース、てんさい糖、／キャベツ、きゅうり、黄パプリカ、押麦、オ
リーブ油、酢、てんさい糖　（液体）、食塩、／ごぼう、にんじん、ベーコン、かつお・
昆布だし汁、食塩、しょうゆ、ローリエ（月桂樹）、／梨、／牛乳、／小麦粉、上新
粉、ベーキングパウダー、てんさい糖、白みそ、無調整豆乳、コーン缶、

きのこ入りカレーライス
押麦入りイタリアンサラダ
叩きごぼうとベーコンのスープ
フルーツ

麦ご飯
鮭とたまねぎのみそ煮
切干し大根ときゅうりのさっぱり和え

小松菜の煮びたし風汁
フルーツ

◎豆乳
牛乳
手作りレーズンサブレ

調製豆乳、／米、押麦、／さけ、たまねぎ、しょうが、米みそ（淡色辛みそ）、本みり
ん、てんさい糖、料理酒、／切り干しだいこん、きゅうり、にんじん、黄パプリカ、ごま
油、酢、てんさい糖　（液体）、しょうゆ、／こまつな、はくさい、えのきたけ、焼ふ(板
ふ）、かつお・昆布だし汁、しょうゆ、食塩、料理酒、／オレンジ、／牛乳、／小麦
粉、てんさい糖、バター、無調整豆乳、干しぶどう、

コーンごはん
いが栗コロッケ
ブロッコリーともみじの三色マリネ

秋かぶときのこの味噌汁
フルーツ

◎豆乳
牛乳
かぼちゃのメープル
風味ケーキ

調製豆乳、／米、押麦、コーン缶、料理酒、／マッシュポテト、無調整豆乳、水、バ
ター、粉チーズ、豚ひき肉、なたね油（大豆・なたね油）、たまねぎ、食塩、干しそうめ
ん、油（キャノーラ油、揚げ物用）、小麦粉、水、油（キャノーラ油、揚げ物用）、／ブ
ロッコリー、にんじん、黄パプリカ、酢、オリーブ油、てんさい糖　（液体）、食塩、／
かぶ、チンゲンサイ、えのきたけ、煮干だし汁、米みそ（淡色辛みそ）、／柿、／牛
乳、／かぼちゃ（皮付き）、バター、てんさい糖、メープルシロップ、無調整豆乳、小
麦粉、ベーキングパウダー、かぼちゃの種（味付け）、生クリーム、

◎牛乳
牛乳
豆花（トウファー）

わかめおにぎり
鶏肉のから揚げ
タコさんウインナー
きゅうりと大根の和風ピクルス
フルーツ

◎豆乳
牛乳
はりねずみのスイートポテト

調製豆乳、／米、発芽玄米、炊き込みわかめ、／鶏もも肉、しょうゆ、料理酒、本み
りん、しょうが、片栗粉、油（キャノーラ油、揚げ物用）、／ウインナー、／きゅうり、だ
いこん、黄パプリカ、酢、てんさい糖　（液体）、食塩、しょうゆ、／みかん、／牛乳、
／さつまいも、てんさい糖、脱脂粉乳、無調整豆乳、バター、バニラエッセンス、黒ご
ま、

発芽玄米入りご飯
茄子入り家常豆腐
もやしときゅうりのナムル
中華風コーンスープ
フルーツ

照り焼きチキンとごぼうのスパゲティ

キャベツのしらすサラダ
蕪とかぼちゃのスープ
フルーツ

調製豆乳、／スパゲティー、オリーブ油、鶏もも肉、食塩、たまねぎ、ごぼう、えのき
たけ、にんにく、なたね油（大豆・なたね油）、かつお・昆布だし汁、しょうゆ、料理
酒、本みりん、てんさい糖、食塩、片栗粉、きざみのり、／キャベツ、きゅうり、釜揚
げしらす、なたね油（大豆・なたね油）、酢、しょうゆ、てんさい糖　（液体）、／かぼ
ちゃ（皮付き）、かぶ、かつお・昆布だし汁、食塩、しょうゆ、パセリ粉、／柿、／牛
乳、／小麦粉、上新粉、ベーキングパウダー、てんさい糖、白みそ、無調整豆乳、
コーン缶、

◎豆乳
牛乳
コーンの和風蒸しパン

牛乳、／米、発芽玄米、／たけのこ（ゆで）、なす、油（キャノーラ油、揚げ物用）、生
揚げ、豚ひき肉、ねぎ、しょうが、なたね油（大豆・なたね油）、料理酒、てんさい糖、
しょうゆ、米みそ（淡色辛みそ）、中華スープ、片栗粉、／もやし、きゅうり、カットわ
かめ、ごま油、しょうゆ、食塩、／にんじん、たまねぎ、干ししいたけ、クリームコーン
缶、中華スープ、しょうゆ、食塩、ごま油、片栗粉、／バナナ、／牛乳、／米、押麦、
料理酒、さつまいも（皮付）、たまねぎ、オリーブ油、ウインナー、かつお・昆布だし
汁、本みりん、しょうゆ、パセリ粉、

◎牛乳
牛乳
さつま芋とウインナーの
ピラフ

ご飯
高野豆腐のカントリー煮
チョップドサラダ
大根とエリンギのスープ
フルーツ

牛乳、／米、発芽玄米、鶏むね肉、たまねぎ、じゃがいも、エリンギィ、なたね油（大
豆・なたね油）、小麦粉、バター、カレー粉、脱脂粉乳、かつおだし汁、食塩、ケ
チャップ、ウスターソース、てんさい糖、／キャベツ、きゅうり、赤パプリカ、押麦、オ
リーブ油、酢、てんさい糖　（液体）、食塩、／ごぼう、にんじん、ベーコン、かつお・
昆布だし汁、食塩、しょうゆ、ローリエ（月桂樹）、／梨、／牛乳、／コーンスターチ、
かんてん（粉）、水、調製豆乳、水、てんさい糖、

麦ご飯
野菜たっぷり生姜焼き
きのことブロッコリーのおから和え

大根と里芋のみそ汁
フルーツ

牛乳、／米、押麦、／豚肉(もも)、食塩、しょうが、しょうゆ、本みりん、なたね油（大
豆・なたね油）、たまねぎ、キャベツ、なたね油（大豆・なたね油）、／おから、ブロッ
コリー、にんじん、しめじ、ひじき、ごま油、かつお・昆布だし汁、しょうゆ、酢、／だい
こん、さといも、ねぎ、かつお・昆布だし汁、米みそ（淡色辛みそ）、／グレープフルー
ツ、／調製豆乳、／食パン、ケチャップ、コーン缶、パセリ粉、ピザ用チーズ、

牛乳、／関口食パン、／木綿豆腐、おから、ツナ水煮缶、たまねぎ、片栗粉、パン
粉、食塩、オリーブ油、ケチャップ、ウスターソース、／エリンギィ、しめじ、えのきた
け、しいたけ、黄パプリカ、バター、しょうゆ、食塩、／こまつな、にんじん、かつお・
昆布だし汁、食塩、しょうゆ、／バナナ、／牛乳、／米、発芽玄米、こんぶ（だし用）、
かつお・昆布だし汁、しょうゆ、本みりん、天かす、あおのり、ごま、

◎牛乳
豆乳
ピザ風トースト

牛乳、／米、／高野豆腐、キャベツ、たまねぎ、ベーコン、マッシュルーム缶、バ
ター、かつお・昆布だし汁、ケチャップ、ウスターソース、てんさい糖、／さつまいも
（皮付）、きゅうり、黄パプリカ、チーズ、酢、オリーブ油、てんさい糖　（液体）、パセリ
粉、／だいこん、にんじん、エリンギィ、かつお・昆布だし汁、食塩、しょうゆ、／オレ
ンジ、／牛乳、／食パン、バター、メープルシロップ、シナモン、

◎牛乳
牛乳
シナモンメープルトースト

関口食パン
豆腐とツナのハンバーグ
いろいろきのことパプリカのソテー

小松菜とにんじんのスープ
フルーツ

◎牛乳
牛乳
たぬきおむすび

調製豆乳、／米、押麦、豚ひき肉、料理酒、挽きわり納豆、こまつな、たまねぎ、に
んじん、コーン缶、なたね油（大豆・なたね油）、しょうゆ、ごま油、食塩、片栗粉、／
キャベツ、赤パプリカ、ツナ水煮缶、酢、しょうゆ、てんさい糖　（液体）、ごま油、／
かぶ、かぶ・葉、カットわかめ、煮干だし汁、米みそ（淡色辛みそ）、／グレープフ
ルーツ、／牛乳、／さつまいも、てんさい糖、脱脂粉乳、無調整豆乳、バター、バニ
ラエッセンス、

◎豆乳
牛乳
スイートポテト

ご飯
すき焼き風煮
きゅうりとわかめの酢の物
里芋と油揚げのみそ汁
フルーツ

牛乳、／米、／にんじん、たまねぎ、キャベツ、焼き豆腐、豚肉(もも)、なたね油（大
豆・なたね油）、かつお・昆布だし汁、てんさい糖、本みりん、しょうゆ、／きゅうり、
カットわかめ、コーン缶、酢、てんさい糖　（液体）、食塩、／さといも、油揚げ、しめ
じ、かつお・昆布だし汁、米みそ（淡色辛みそ）、／バナナ、／牛乳、／米、押麦、料
理酒、しょうゆ、かつお節、チーズ、

◎牛乳
牛乳
チーズ入りおかかおむすび

◎豆乳
牛乳
焼きうどん

発芽玄米入りご飯
八宝菜
かぶの中華和え
豆腐とチンゲン菜のスープ
フルーツ

牛乳、／米、発芽玄米、／豚肉(もも)、ごま油、キャベツ、にんじん、たまねぎ、ごま
油、もやし、ピーマン、干ししいたけ、黒きくらげ、しょうゆ、食塩、中華スープ、しいた
けだし汁、片栗粉、／かぶ、てんさい糖　（液体）、しょうゆ、酢、ごま油、／木綿豆
腐、チンゲンサイ、ねぎ、中華スープ、食塩、しょうゆ、／オレンジ、／牛乳、／米、
押麦、ツナ水煮缶、ひじき、かつおだし汁、にんじん、てんさい糖、しょうゆ、料理酒、

◎牛乳
牛乳
ツナとひじきの
炊き込みご飯

納豆そぼろ丼
キャベツのツナ酢和え
かぶと葉っぱのみそ汁
フルーツ

麦ご飯
筑前煮
ごまじゃこ和え
秋なすと玉ねぎのみそ汁
フルーツ

牛乳、／米、押麦、／鶏もも肉、れんこん、ごぼう、にんじん、かつおだし汁、しょう
ゆ、てんさい糖、本みりん、料理酒、／もやし、いんげん、ちりめんじゃこ、てんさい
糖　（液体）、しょうゆ、ごま、／なす、たまねぎ、油揚げ、煮干だし汁、米みそ（淡色
辛みそ）、／梨、／調製豆乳、／りんご、てんさい糖、バター、ぎょうざの皮、バター、
ヨーグルト(無糖)、てんさい糖　（液体）、

◎牛乳
豆乳
アップルサンド

発芽玄米入りご飯
魚のピザ焼き
かぶのフレンチサラダ
さつま芋の豆乳スープ
フルーツ

調製豆乳、／米、発芽玄米、／すずき、食塩、片栗粉、たまねぎ、ピーマン、黄パプ
リカ、ケチャップ、オリーブ油、パセリ粉、食塩、昆布茶、ピザ用チーズ、／かぶ、
きゅうり、にんじん、オリーブ油、酢、食塩、てんさい糖　（液体）、／さつまいも（皮
付）、たまねぎ、かつお・昆布だし汁、無調整豆乳、脱脂粉乳、食塩、しょうゆ、／グ
レープフルーツ、／牛乳、／ゆでうどん、ごま油、豚肉(もも)、にんじん、チンゲンサ
イ、しょうゆ、食塩、ごま油、かつお節、

日付 献立名 材料名

里芋の炊き込みご飯
鶏つくねの照り焼き
さつま芋のレモン煮
しいたけと小松菜のみそ汁
フルーツ

牛乳、／米、発芽玄米、こんぶ（だし用）、さといも、ツナ油漬缶、てんさい糖、しょう
ゆ、食塩、／木綿豆腐、鶏ひき肉、おから、にんじん、たまねぎ、ひじき、脱脂粉乳、
水、パン粉、食塩、しょうゆ、なたね油（大豆・なたね油）、てんさい糖、しょうゆ、食
塩、片栗粉、／さつまいも（皮付）、かつおだし汁、レモン果汁、てんさい糖、／こま
つな、しいたけ、油揚げ、ねぎ、かつお・昆布だし汁、米みそ（淡色辛みそ）、／梨、
／牛乳、／水、かんてん（粉）、てんさい糖、りんご濃縮果汁、りんご、てんさい糖、

◎牛乳
牛乳
果肉入りりんごゼリー

おやつ
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