
午前　おやつ ちからがでる おおきくなる げんきになる

午後　おやつ きいろ あか みどり

牛乳　りんご 油、砂糖 豚肉 生姜、にんにく、玉葱 みりん

春雨、マヨネーズ、米 ツナ缶 人参、ピーマン、ねぎ、胡瓜

月曜日 さつま芋 若布、牛乳 コーン、木耳、リンゴ

牛乳　サラダせんべい

火曜日

牛乳　みかん パン粉、油、米 牛肉、豚肉、鶏肉 玉葱、マッシュルーム ケチャップ

砂糖 みそ 人参、ブロッコリー 塩

水曜日 ケーキミックス、シロップ 牛乳 もやし、椎茸、みかん

牛乳　うす焼きせんべい うす焼きせんべい、片栗粉、油 鰯 生姜、トマト、キャベツ、コーン みりん

マカロニ 若布、みそ 玉葱、人参、しめじ 塩、こしょう

木曜日 米、里芋 プリンの素、牛乳

牛乳　オレンジ 米、油 エビ 玉葱、人参、コーン、椎茸 塩、こしょう

砂糖 鶏肉 グリンピース、青菜、もやし みりん

金曜日 食パン、ジャム 若布、牛乳 赤・黄パプリカ、オレンジ コンソメ

６日 麻婆丼 牛乳　おにぎりせんべい おにぎりせんべい、米、油、ごま油 豚肉、豆腐 玉葱、ねぎ みりん、中華味

土曜日 ヨーグルト 砂糖、片栗粉 ヨーグルト　牛乳 椎茸、グリーンピース

８日

月曜日

牛乳　みかん 鮭、米 みそ、牛乳 オクラ、切干大根、人参、インゲン みりん

ごま、油、砂糖 貝割れ、みかん、レーズン

火曜日 花麩、ケーキミックス、ごま油

牛乳　りんご 油、米 ツナ缶、卵 法蓮草、人参、木耳 みりん

ごま油、ごま ウインナー にんにく、もやし、胡瓜 塩、こしょう

水曜日 ドーナツ 若布、みそ、牛乳 赤パプリカ、玉葱、リンゴ

牛乳　パイナップル 油、砂糖 豚肉、牛乳 生姜、玉葱、ニラ みりん

さつま芋、米 油揚げ、みそ キャベツ

木曜日 ゼリーの素 茄子、パイナップル、みかん缶

100％ぶどうジュース　メロン パン 牛乳 100％ジュース、しめじ、トマトソース ケチャップ

小麦粉、油、砂糖 鶏肉 玉葱、ピーマン、コーン 手作りドレッシング

金曜日 米 キャベツ、胡瓜、メロン、菜めしの素

１３日 サラダせんべい サラダせんべい 豚肉 白菜、玉葱、人参 醤油ラーメンスープの素

土曜日 オレンジゼリー ラーメン、ごま油、片栗粉 ゼリー、牛乳 しめじ

牛乳　みかん じゃが芋、米 豚肉、牛乳 玉葱、人参、蒟蒻、グリーンピース みりん

油、砂糖、ごま ひじき、油揚げ しめじ、豆苗

月曜日 ケーキミックス しらす干し、花かつお いんげん、みかん

牛乳　ミルクケーキ 焼きそば、油 豚肉 キャベツ、もやし ソース

さつま芋 ししゃも、豆腐 人参、玉葱、ピーマン

火曜日 ジャム、ミルクケーキ ヨーグルト、牛乳 木耳、椎茸

牛乳　パイナップル 米 牛乳 パイナップル

ごま油、片栗粉 エビ、若布、納豆 白菜、人参、絹さや、木耳

水曜日 カステラ 油揚げ、みそ 大根、里芋、牛蒡、ねぎ

牛乳　ハーベスト 米、砂糖、片栗粉 卵、かまぼこ 玉葱、ねぎ みりん

油 さんま、若布 椎茸、グリンピース 塩

木曜日 ハーベスト 鶏肉、ゼリーの素、牛乳 大根、人参、白菜、黄桃缶

牛乳　みかん 片栗粉、砂糖、油、米 白身魚、牛乳 人参、キャベツ、胡瓜 みりん

ごま油 花かつお みかん

金曜日 さつま芋、ケーキミックス、 油揚げ、みそ、豆腐

２０日 牛乳　ぱりんこ 米、油 鶏肉、卵 生姜、インゲン みりん

土曜日 ヨーグルト 砂糖、ぱりんこ ヨーグルト、牛乳 塩

牛乳　パイナップル 油、里芋、砂糖 鶏肉 パイナップル、蓮根、牛蒡、蒟蒻 みりん

春巻きの皮、米 春巻きの具 人参、インゲン

月曜日 麩、ケーキミックス、さつま芋 みそ、牛乳 玉葱

牛乳　リンゴ 米、フライ衣、油 ウインナー 栗、茄子、人参 ケチャップ

ごま、砂糖 栗コロッケの具、みそ しめじ、切干大根

火曜日 南瓜と若布のみそ汁　 パン 油揚げ、牛乳 南瓜、りんご

水曜日

牛乳　メロン スパゲティ、オリーブ油 ツナ缶 茄子、玉葱、マッシュルーム ケチャップ

チキンカツの衣、油 チキンカツの具 コーン、ブロッコリー 手作りドレッシング

木曜日 米、砂糖 若布、牛乳 人参、えのき、メロン みりん

100％リンゴジュース　バナナ パン 豚肉 100％ジュース みりん

小麦粉、油 ウインナー キャベツ、もやし 塩、こしょう

金曜日 マヨネーズ、さつま芋 牛乳 玉葱、ピーマン

２７日 牛乳　ぽたぽた焼き うどん、油 豚肉、花かつお キャベツ、玉葱、人参 みりん

土曜日 ぽたぽた焼き 牛乳 ピーマン、椎茸、黄桃缶

牛乳　オレンジ 米、油、じゃが芋 豚肉 木の子3種、玉葱、人参 手作りドレッシング

カレールウ 牛乳 コーン、キャベツ、トマト

月曜日 食パン、マーガリン、マヨネーズ チーズ 胡瓜、オレンジ

牛乳　サラダせんべい うどん 味付油あげ もやし、青菜 みりん

油 小魚（ごま含む） 赤・黄パプリカ 塩

火曜日 じゃが芋、サラダせんべい ゼリーの素、牛乳 えのき、リンゴ

牛乳　きな粉せんべい 揚げ一番、片栗粉、油、米 鶏肉 にんにく、コーン、インゲン 塩、こしょう

ケーキミックス、きな粉せんべい ウインナー キャベツ、人参、カリフラワー、玉葱 コンソメ

水曜日 ごはん　 メープルシロップ 牛乳 南瓜

ホットケーキ

プリン

ジャムサンド

中華風カステラ

ドーナツ

オレンジゼリー

菜めしおにぎり

ひじき、豆腐、玉葱、人参、ねぎ、パン粉、片栗粉、油、みりん、米、牛乳、サラダせんべい

れんこん、油、塩、いんげん、花かつお

キャベツ、油揚げ、みそ、ケーキミックス、南瓜

　体育の日

給食よていこんだて  <１０月分> （ニジイロ保育園）

日付 こ　ん　だ　て その他

１日
焼き肉

春雨サラダ　ごはん
焼き芋

南瓜の蒸しパン

手作りおかかふりかけ　

豆腐と椎茸のすまし汁

プチトマト

野菜サラダ　

煮込みハンバーグ　ごはん

人参グラッセ　ボイルドブロッコリー

もやしと椎茸のみそ汁　

１６日

1８日

１５日
肉じゃが　ごはん

１０日
ツナ入り五目厚焼き玉子　ごはん

ウインナー　三色野菜のナムル

玉葱と若布のみそ汁　

１１日
豚肉の生姜焼き

さつま芋の旨煮　ごはん

エビピラフ　

五目あんかけラーメン

ひじきの煮付け　豆苗としめじのお吸い物

お野菜たっぷりソース焼きそば

子持ちししゃも　　ふかし芋

花麩と貝割れのお吸物　

１２日

チキンの照り焼き　野菜炒め

若布スープ　

5日

黒糖ロール　牛乳

鶏肉としめじのトマトソース煮

コールスロー

９日
秋鮭の西京焼き　　ごはん

オクラの胡麻和え　切干大根の炒め煮

茄子と油揚げのみそ汁　　

４日
まるかじり鰯の竜田揚げ　トマト

具沢山のマカロニソテー

ごはん　里芋と若布のみそ汁　

若布スープ　

２日
ひじき入り豆腐つくね　　ごはん

れんこんチップ　いんげんのおかか和え

キャベツと油揚げのみそ汁　

３日

１７日
ごはん　

がめ煮　トマト

中華春巻き　ごはん

エビと白菜の中華風旨煮　　若布納豆

具沢山のみそ汁　

秋野菜のごまよごし

麩と玉葱のみそ汁　

フワフワ玉子の玉子丼

さんまの塩焼き　大根のそぼろ煮　　

１９日
白身魚の鍋照り焼き　ごはん

人参金平　おかかあえ

白菜と若布のすまし汁

三色丼

五目焼きうどん

黄桃缶

ふかし芋

さつま芋と油揚げのみそ汁　

29日のこたえ：まいたけ、えりんぎ、しめじ　　
※材料の都合により献立を変更する場合があります。

豆腐ドーナツ

青りんごゼリー

南瓜のマフィン

２４日

２３日
栗ごはん　栗のコロッケ（乳・卵含まず）

２２日

お弁当の日

３０日

２５日
ツナと茄子のケチャップスパゲティ

チキンカツ（乳・卵含まず）　コーンサラダ

エノキスープ　

３１日
フライドチキン　コーンとインゲンのソテー

コロコロ野菜のコンソメスープ

２９日

26日
白いふんわりロールパン　牛乳

豚肉のマヨネーズ焼き　

野菜ソテー　

秋の木の子カレー　<なぞなぞ>★木の子の名前がわかるかな？　　こたえは下に！

彩り野菜のきつねうどん

のり塩ポテト　食べる小魚

クッキー

ストロベリーヨーグルト

カステラ

ピーチゼリー

チーズサンド

鬼まんじゅう

ホットドッグ

焼きおにぎり

「筑前煮」のことを

福岡では「がめ煮」と言うんダヨ!!

マクロビオティックの日

10/4は

「イワシの日」です

今日は

『食育の日』です。

みんな大好き

メニュー

10/2は

「豆腐の日」です

みんな大好き

メニュー

あじごはんの日

10/13は

「さつま芋の日」

和メニュー

パンの日

めんの日

和メニュー

どんぶりの日

カレーの日

薬膳料理

パスタの日

パンの日

めんの日

ハロウイン

和

メニュー

和メニュー

10/10は

「マグロの日」です


