様式FlOO

10

月

の

献

立

表

201時10月
日付

みどりの保育薗（一般）

朝おやつ

献立名

材料名
（Ol津鮎やつ甘輔
、 に夏る の 血や肉や骨になるの貢 の 子を える の

01 土 こんぶ ケチャップライス、中華風 スープ（′ト松菜）、フルー ツ 誓違憲宗、宴罪、豊嘉 l

03 月

04 火

煮干し

ハクーロール、ジュリェン

0牛乳、0マカロニ きな粉、0胡瓜の 塩こんぶ和え

ロールパン、0、小 まかじ 、みそ（色りんご、キャベツ、0にんじ

ヌスープ、魚のムニエル、 和風サラダ、フルーツ ・，J 琴野草みそ）こベーコン野津 i

なすの 味噌煮

ご癒しすまし、 と

胚 、きつまい、

おやつ

0牛乳、駿肉頒ロース・脂身ぎだいこん、かき、集いも板こ

○お茶、○焼きお にぎり（しょうゆ）、0 にんじんのマリネ

○牛乳、0たらこス パゲティ、○スティッ ク胡瓜

肉のみそ炒め、さつまい ものパター焼き（チー ズ）、フルーツ 蓋語義葦≒撃攣 ○オリーブ油、ごま油 思誌票言語農芸 きざ、しいたけ、ねぎ．にんに ぎく、0懐きのり、黒きくらげ、 厄ようが

05 粉ふき芋 こ飯、みそ汁（玉葱・わか 胚芽米、○片栗粉、○事○牛乳、べにさけ、さ
○かぼちゃ、なし、たま ○牛乳、○かば
水 鮭の おろし 実演
め）、鮭の南部焼き、切干 砂糖、○油、なたね 瀬、ごま、砂糖 つま揚げ、豆みそ、0 米みそ（淡色辛みそ） l l ねぎ、0だいこん、に ちゃもち、0大根ス
大根とさつま揚げの煮 物、フルーツ

んじん、こまつな、切り 干しだいこん、わかめ （乾）

06 木 ロツコリ の ご飯、みそ汁（豆腐・油揚 慧蕊等謝屈革護憲芦 三温糖、砂糖
げ）、鶏肉のバーベ キュー放き、ほうれん草と

ゴマ和え

07 金

大根の
煮物

人参の胡麻和え、フルー ツ ，・繍

乗」飯、みそ汁（ぇのき・

火 12

ぶどう、0キャベツ、もやし、 ○牛乳 ○お好み

ほうれんそう、にんじん、りん ご、0ねぎ、0こんぶ（だL

ヽ＿ 0干しえび、0かつお 節

胚芽米、○強力粉、さ

○牛乳、さば、○ウイ

j辛みそ）

焼き、0こんぶ

用）、万能ねぎ、0あおめり

なし、れんこん、0ごぽ

にら）、魚の竜田揚げ、根 といも、くり、○砂糖、 ンナ一、〇ヨーグルト う、ごぼう、えのきた
菜と里芋の煮物、フルー ツ なたね油、○油、片栗 （無糖）、米みそ（淡色 け、にんじん、にら、い

粉、砂糖、○なたね油
08 土 11

ティツタ

○牛乳、○手作りウ
インナーパン ○ご
ぼうスティック

完梵語ぷ（だし

煮干し カレーフどん、さつま芋の ゆでうどん、さつまい 豚肉（ロース・脂身付）、 りんご、たまねぎ、0に ○お茶、○さけ茶
レモン煮、フルーツ 一㌔ も、0胚芽米、片栗 0さけ（塩）、○米みそ んじん、ねぎ、にんじ 済け、0人参ス
粉、ニ温糖、なたね 油、○ごま （淡色辛みそ） ん、しめじ、0糸みつ ≦ば、レモン果汁、○焼 書きのり ティツタ

こんぶ

ーはん、すまし汁（お赴・ ○ゆで中華めん、胚芽
かぼちゃ、りんご、たまねぎ、 ラーメン0煮干し
○お茶、○みそ
わかめ）、豚肉のすき焼き
米、砂糖、焼ふ、0な 豚肉（ロース）、焼き豆
腐、0豚ひき肉、0米 しらたき、0もやし、0キャべ
風煮物（春菊）、かぼちゃ たね油、○ごま油 みそ（淡色辛みそ） ツ、ねぎ、しゅんぎく、にんじ （乳児のみ）

のバター焼き、フルーツ 、−●

○いわし礁干し）、六畠：8詣ヲ宝鑑宝ット ター

わかめ

水 里芋の 煮物 」飯、みそ汁（舞茸・−ぽ
胚芽米、○小麦粉、○ 板こんにゃく、まいたけ、だい
さつまいも、○砂糖、 0油、三温糖、○ごま
‡喜＼呈
かき、0きゅうり、にんじん、
フ）、さんまの塩焼き、高 野豆腐と野菜の含め煮、
こん、ごぼう、いんげん、干し
しいたけ、
蒸レヾン、0中華・ きゅうり 0牛乳、0さつま芋
フ／レーツ
13 本

油、〇三温糖

へ−コンとほつれん草のス

○米、なたね油、0秒

牛乳、0生揚げ、○鶏

オレンジ・ネーブル、クリーム

0お茶、○鶏肉とき

ス7￣イツク ′、ケツアイ、コーンスープ、 糖、オリーブ油、三温 糖 もも肉、ツナ油滴缶、 コーン缶、キャベツ、0ね の−のごはん ○み
野外 保育 人参 ツナサラダ、フルーツ 0豆みそ、ベーコン、 ○油接げ、バター ぎ、たまねぎ、ほうれんそう、 0しめじ、コーン缶、まいた け、Olこんじん、にんじん、 0さやえんどう、パセリ、0 ヽ一一、一・ヽ そ汁（生揚げ・ね ぎ）

14 金

ゆで かぼちゃ 秋野菜カレー、福神演 胚芽米、さつまいも、 ○ヨーグルト（無糖）、鶏りんご、たまねぎ、にんじん、
け、お且のサラダ、フ ルーツ ヽヽ￣ヽ￣ 0蒸し切干しいも、0 コーンフレーク、なた ね油、小麦粉、0砂 糖、はちみつ、三温糖 もも肉（皮付き）、豆r 乳、ハム、大豆（ゆ■ 計いんげんまめ（ゆi きゅうり、0みかん缶、マッ シュ′レーム、しめじ、福神 讃、えだまめ（冷凍）、にんに く、しょうが トシリアル、0干し 芋

15 土

こんぶ

チンこ／ヤオロース、

、、じゃがい、

ロース・日 ・

りんご、たけのこ（ゆで）、たま

0お茶、0ヨーグル

○お茶、0すいと ん、○チーズ

そ汁（じゃが芋・玉葱）、フ ルーツ ○小麦粉、なたね油、 片栗粉、三温糖、○な たね油 ㌫諒豊賢肉≡護憲盗め （乾）、〇千ししいたけ

蜘㊨愈★⑳★⑳

献

立

表

曲、★

2016年10月

日付

朝おやっ

献立名

材料名
熟とカになるもの

0肺鮭柑棚き
Ti車内や骨になるもの

おやつ （0は午謹おやつ）
体の調子を整えるもの

17 月 煮干し パターロール、ジュコエン ヌスープ、魚のムニエル、 和風サラダ、フルーツ ロールパン、0栄、小 麦粉、○油、砂糖、オ リーブ油、なたね油、 0ごま、0はちみつ 琵敦讐禁色 l l 妻 精読還諾意 lじん、コーン缶、ピーマン、 ぎセロリ￣、わか㈹ 0お茶、0焼きお にぎり（しょうゆ）、0 毒こんじんのマリネ

18 火

なすの 味噌煮

ご飯、すまし汁、大根と豚

胚芽米、さつまいも、

首0牛乳、豚内（肩口一升頗1だいこん、かき、生いも振こ

内のみそ妙め、さつまい ものバター焼きlチー ズ）、フルーツ 蛋轟音垂琴室

0牛乳、0たらこス

昏憲 パゲティ、0ス ティック胡瓜

19 水 粉ふき芋 ご飯．みそ汁（玉葱・わか 胚芽米、0片栗粉、0 ○牛乳、ペにさけ、さ つま揚げ、豆みそ、0 米みそ（淡色辛みそ） 要害喜窯豊富 0牛乳、0かば
め）、鮭の南部焼き、切干
大根とさつま揚げの煮
物、■フルーツ

20 木

ロツコリ の ゴマ和え

砂糖、0油、なたね
油、ごま、砂糖

ちやもち、○大枚ス
ティツタ

干しだいこん、わかめ （乾）

こ飯、みそ汁（豆腐・油揚

◆ ◆

胚芽米、0小麦臥0，0牛乳、鶏もも肉披支 ぶどう、0キャベツ・もやし・

げ）、鶏肉のハーヘ キュー焼き、さまうれん草と 人参の胡麻和え、フルー ツ ながいも、しま、○油、 三温糖、砂糖 琶箋慰藍…準星憲 節

21 金

大鹿の

乗ご飯、みそ汁（ぇのき・

胚芽米、0強力粉、さ

にら）、魚の竜田揚げ、根

煮物
22 土 運 動 A つて

0牛乳、さば、0ウイ なし、れんこん、0ごぽ

といも、くり、0砂糖、

菜と里芋の煮物、フルー ツ
粉、砂糖、○なたね曲事みそ）

ー

忘㌫造詣針誓書慧い

なたね油、0油、片栗
んげん、こんぶ（だし
用）、しょうが

0牛乳、0お好み

簾き、0こんぶ

0牛乳、0手作りウ

インナーパン、0ご

ぼうスティック

煮干し カレーつどん、さつま芋の ゆでうどん、さつまい 童豚肉（ロース・脂身付）、
りんご、たまねぎ、0に 0お茶、0さけ茶
レモン煮、フルーツ ゾ も、0胚芽米、片栗 0さけ（塩）、○米みそ 世じん、ねぎ、にんじ 漬け、0人参ス
粉、三温糖、なたね （淡色辛みそ）
Iん、しめじ、○糸みつ
ティツタ
油、○ごま
jば、レモン果汁、0焦 悟のり

24
月

一、すまし汁、鶏肉の
胚芽米、0じゃがい
0牛乳、豚肉 ロー
ぶどう、キャベツ、縁豆もや
（）牛乳 0ツナとポ
スティック 味噌焼き、野菜炒め、フ も、○なたね沖、なた ス・僻身）、0ツナ油滴 ∃し、0たまねぎ、たまねぎ、 テトのソテー（⊃こ

25
火

かぶの ごはん、すまし汁（お魅・ 0ゆで中華めん、胚芽 豚肉（ロース）、焼き豆 かぼちゃ、りんご、たまねぎ、 0お茶 0みそ
わかめ）、豚肉のすき焼き 米、砂糖、焼ふ、○な 腐、○豚ひき肉、○米 しらたき、0もやし、0キヤベ
ヽヽ ラ−メン○煮干し
煮物 見煮物（春菊）、かぼちゃ たね油、○ごま油 みそ（淡色辛みそ）0 ツ、ねぎ、しゆんぎく、にんじ （乳児のみ）

胡瓜

′レ−ツ 1■J■

のパター焼き、フルーツ

ね臥ごま油 轡詣米みそ

いわし（煮干し）、バター

憶蕊慧・0 （乾）

ヽ んぶ

ん、0にんじん、0コーン 缶、○ねぎ、万能ねぎ、カッ トわかめ

26 里芋の こ飯、みそ汁（舞茸・こぼ 胚芽米、○小麦粉、○ほんま、ちくわ、米みそ
かき、0きゅうり、にんじん、 ○牛乳○さつま
水
う）、さんまの塩焼き、高 さつまいも、0砂糖、 （淡色辛みそ）、凍り豆 i板こんにゃく、部、たけ、だ 蒸レヾン0中華■
さんま
煮物
野豆腐と野菜の め煮、
○油、三温糖 ○ごま
腐○牛乳
いこん、こぼり、いんげん、
きゅうり
祭り

27
木

フ′レーツ

ベーコンとほうれん
スティック

のス

油、〇三温楯

0、、なたね油、〇秒

′ヾダブティ、コーンスープ、

人参 ツナサラダ、フルーツ 据＋ 拝憲ぷン ！

干ししいたけ、 i

牛、0生揚げ、0鶏

糖、オリーブ油、三温

オレンジ・ネーブル、クリーム

もも肉、ツナ粕漬缶、

コーン缶、キャベツ、0ね

0お茶

0鶏肉とき

のこのごはん ○み

ぎ、たまねぎ、はつれんそう、 0しめじ、コーン缶、まいた け、0にんじん、にんじん、 ○さやえんどう、パセリ．0 そ汁（生揚げ・ね ぎ）

28 ゆで チキンカツカレー、福神 胚芽米、さつまいも、 鶏もも肉（皮付き）、0卵、0 0ぶどう、りんご、たまねぎ、 0お茶 0ハロウイ
金
漬け、お豆のサラダ、フ ○小麦粉、′ト麦粉、0 無塩バター、豆乳、ハム、0 にんじん、きゅうり、マッシュ
′ヽ ンケーキ、（〕ぶどう
誕
かぼちゃ
／レーツ
三温糖パン粉なた
牛乳、0生クリーム、大豆
ル什rA、しめじ、0かば
生 ム コミ
ヽ1−．． ね油、油、はちみつ、 三温糖 （ゆで）、いんげんまめ（ゆき で） ちゃ、福神漬、えだまめ（冷 凍）、にんにく、しょうが

29 こんぷ チンジヤオロース井、み 胚芽米、じゃがいも、 豚肉（ロース・脂身付）、 りんご、たけのこ（ゆで）、た
土 そ汁（じゃが芋・玉葱）、フ ルーツ ○小麦粉、なたね油、 片栗粉、三温糖、○な たね油 0チーズ、0鶏もも肉 （皮付き）、豆みそ まねぎ、泰ピーマン、ピーマ ン、0だいこん、0にんじ ん、○ねぎ、しょうが、わかめ （電）、〇千Lu、たけ

31

月

煮干し ノ／つ

こ飯、みそ汁（もやし・わ

胚芽米、0ロールパ

かめ）、魚の扮チーズ旋 き、ほうれん草としめじの ≡禁貨警謡誓言そ、空芸ズ・削
ソテー（鶏肉）、フルーツ

／′T＼

0牛乳、かじき、豆み

りんご、はうれんそう、0たま

ねぎ、0クリームコーン缶、 大豆もやし、しめじ、0コー ン缶、万能ねぎ、パセリ、わ 、め（乾）、0パセリ

粉、小麦粉

l

∠二、ヽ＿くく

一￣￣￣…

（（

〇〉

0お茶 0すいと
ヽヽ ん、0チーズ

○お茶 ○あげば

ヽヽ ん（グラニュ−糖）、 ○コ−ンス−プ

