2018年（平成30年度）

10月の給食
日 曜
1

月

2

火

3

水

4

木

5

金

6

土

8

月

9

火

10 水
11 木
12 金
13 土
15 月
16 火
17 水
18 木
19 金
20 土
22 月
23 火
24 水
25 木
26 金
27 土
29 月
30 火
31 水

お昼の献立

17日 お弁当の日★
26日 お誕生日会★
くぜにし保育園【922-0007】

材料・調味料

ごはん 豚肉のｹﾁｬｯﾌﾟ炒め
卵酢の物 野菜のみそ汁
木の葉丼 えのきのごま和え
豚汁
ごはん 肉うどん 切干大根煮物
じゃことわかめの酢の物
ごはん 鶏の照焼き 春雨ｻﾗﾀﾞ
さつま揚げのみそ汁
ｶﾚｰﾗｲｽ ﾂﾅｻﾗﾀﾞ ﾊﾟｲﾝ缶
卵汁

☆運動会☆

3時のおやつ

★手作りおやつ★
【ｳｲﾝﾅｰ蒸しﾊﾟﾝ・牛乳】
米 高野豆腐 油揚げ 卵 えのき きゅうり ｷｬﾍﾞﾂ 豚肉 玉ねぎ 人参 ほうれん草 ﾁｰｽﾞ ★手作りおやつ★
小麦粉 片栗粉 牛乳 さとう しょうゆ みりん みそ
【ﾁｰｽﾞﾁﾁﾞﾐ・牛乳】
米 生うどん 牛肉 ﾈｷﾞ 卵 切干大根 油揚げ 人参 じゃこ わかめ きゅうり ｷｬﾍﾞﾂ
おせんべい ラムネ
牛乳 さとう しょうゆ す みりん
牛乳
米 鶏肉 春雨 ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり 卵 人参 さつま揚げ 大根 ﾁｰｽﾞ ﾊﾑ 食パン
★手作りおやつ★
牛乳 さとう しょうゆ す みりん ごま油 みそ しお ﾏﾖﾈｰｽﾞ
【サンドウイッチ・牛乳】
米 牛ﾐﾝﾁ 大豆水煮 玉ねぎ じゃが芋 人参 ﾂﾅ缶 きゅうり ｷｬﾍﾞﾂ 卵 ﾊﾟｲﾝ缶
ビスケット ラムネ
牛乳 さとう しょうゆ す ｶﾚｰﾙｳ ｹﾁｬｯﾌﾟ ｿｰｽ ごま油
牛乳
米 豚肉 ｷｬﾍﾞﾂ 玉ねぎ 人参 卵 きゅうり わかめ ｳｲﾝﾅｰ
ﾎｯﾄｹｰｷの素 牛乳 ｹﾁｬｯﾌﾟ さとう しょうゆ みりん みそ す

かけっこがんばってね♪

☆休日☆

☆体育の日☆

ごはん ﾐｰﾄｽﾊﾟｹﾞﾃｨ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ
ﾊﾑｻﾗﾀﾞ
ごはん きつねうどん さつま芋煮物
納豆和え
ごはん おからﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ さつま芋ｻﾗﾀﾞ
人参ｽｰﾌﾟ
ｶﾚｰﾗｲｽ しめじのごま和え ﾊﾟｲﾝ缶
豆腐とわかめのすまし汁
じゃこごはん から揚げ ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ
野菜のみそ汁
ごはん 豚肉のｹﾁｬｯﾌﾟ炒め
卵酢の物 野菜のみそ汁
木の葉丼 えのきのごま和え
豚汁

☆お弁当の日☆
ごはん 鶏の照焼き 春雨ｻﾗﾀﾞ
さつま揚げのみそ汁
ｶﾚｰﾗｲｽ ﾂﾅｻﾗﾀﾞ ﾊﾟｲﾝ缶
卵汁
ごはん 千草焼き 酢の物
野菜のみそ汁
そぼろ丼 切干大根の中華風ｻﾗﾀﾞ
野菜のみそ汁
ごはん ﾐｰﾄｽﾊﾟｹﾞﾃｨ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ
ﾊﾑともやしのごまﾏﾖ和え
ごはん きつねうどん さつま芋煮物
納豆和え
ごはん おからﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ さつま芋ｻﾗﾀﾞ
人参ｽｰﾌﾟ
ちらし寿司 ごま和え
豆腐のみそ汁
じゃこごはん から揚げ ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ
野菜のみそ汁
ごはん 豚肉のｹﾁｬｯﾌﾟ炒め
卵酢の物 野菜のみそ汁
木の葉丼 えのきのごま和え
豚汁
ごはん 肉うどん 切干大根煮物
じゃことわかめの酢の物

★手作りおやつ★
【ﾖｰｸﾞﾙﾄ和え】
米 生うどん 油揚げ ﾈｷﾞ 卵 さつま芋 ほうれん草 ｷｬﾍﾞﾂ 納豆 人参
おせんべい ラムネ
牛乳 さとう みりん しょうゆ ごま
牛乳
米 合びきﾐﾝﾁ おから 人参 玉ねぎ 卵 さつま芋 じゃが芋 ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり
★手作りおやつ★
ﾎｯﾄｹｰｷの素 牛乳 しょうゆ さとう ﾏﾖﾈｰｽﾞ しお す ｹﾁｬｯﾌﾟ ｿｰｽ
【ﾄﾞｰﾅﾂ・牛乳】
米 牛ﾐﾝﾁ 大豆水煮 玉ねぎ じゃが芋 人参 しめじ きゅうり ｷｬﾍﾞﾂ 豆腐 わかめ
ビスケット ラムネ
ﾊﾟｲﾝ缶 牛乳 さとう しょうゆ ごま ｶﾚｰﾙｳ ｹﾁｬｯﾌﾟ ｿｰｽ
牛乳
米 じゃこ 鶏肉 わかめ 玉ねぎ 人参 ﾏｶﾛﾆ きゅうり ｷｬﾍﾞﾂ
おせんべい ラムネ
牛乳 しょうゆ さとう す みそ ﾏﾖﾈｰｽﾞ 生姜 しお
牛乳
米 豚肉 ｷｬﾍﾞﾂ 玉ねぎ 人参 卵 きゅうり わかめ ｳｲﾝﾅｰ
★手作りおやつ★
ﾎｯﾄｹｰｷの素 牛乳 ｹﾁｬｯﾌﾟ さとう しょうゆ みりん みそ す
【ｳｲﾝﾅｰ蒸しﾊﾟﾝ・牛乳】
米 高野豆腐 油揚げ 卵 えのき きゅうり ｷｬﾍﾞﾂ 豚肉 玉ねぎ 人参 ほうれん草 ﾁｰｽﾞ ★手作りおやつ★
小麦粉 片栗粉 牛乳 さとう しょうゆ みりん みそ
【ﾁｰｽﾞﾁﾁﾞﾐ・牛乳】
ビスケット ラムネ
なにがはいってるかな？？
牛乳
米 鶏肉 春雨 ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり 卵 人参 さつま揚げ 大根 ﾁｰｽﾞ ﾊﾑ 食パン
★手作りおやつ★
牛乳 さとう しょうゆ す みりん ごま油 みそ しお ﾏﾖﾈｰｽﾞ
【サンドウイッチ・牛乳】
米 牛ﾐﾝﾁ 大豆水煮 玉ねぎ じゃが芋 人参 ﾂﾅ缶 きゅうり ｷｬﾍﾞﾂ 卵 ﾊﾟｲﾝ缶
おせんべい ラムネ
牛乳 さとう しょうゆ す ｶﾚｰﾙｳ ｹﾁｬｯﾌﾟ ｿｰｽ ごま油
牛乳
米 卵 じゃが芋 玉ねぎ 人参 きゅうり ｷｬﾍﾞﾂ
ビスケット ラムネ
牛乳 さとう しょうゆ す みりん みそ
牛乳
米 鶏ﾐﾝﾁ 卵 切干大根 ほうれん草 玉ねぎ 人参 わかめ
★手作りおやつ★
焼きそば 豚肉 牛乳 さとう しょうゆ す みりん しお みそ
【焼きそば・牛乳】
米 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ 豚ﾐﾝﾁ 玉ねぎ 人参 ﾄﾏﾄ缶 ﾊﾑ もやし ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
★手作りおやつ★
ﾖｰｸﾞﾙﾄ みかん缶 ﾊﾟｲﾝ缶 ﾊﾞﾅﾅ ｹﾁｬｯﾌﾟ さとう しょうゆ しお ｺﾝｿﾒ ごま ﾏﾖﾈｰｽﾞ
【ﾖｰｸﾞﾙﾄ和え】
米 生うどん 油揚げ ﾈｷﾞ 卵 さつま芋 ほうれん草 ｷｬﾍﾞﾂ 納豆 人参
おせんべい ラムネ
牛乳 さとう みりん しょうゆ ごま
牛乳
米 合びきﾐﾝﾁ おから 人参 玉ねぎ 卵 さつま芋 じゃが芋 ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり
★手作りおやつ★
ﾎｯﾄｹｰｷの素 牛乳 しょうゆ さとう ﾏﾖﾈｰｽﾞ しお す ｹﾁｬｯﾌﾟ ｿｰｽ
【ﾄﾞｰﾅﾂ・牛乳】
米 乾燥しいたけ 人参 かんぴょう 卵 豆腐 ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり
★手作りおやつ★
ﾎｯﾄｹｰｷ素 ﾊﾞﾅﾅ ﾚｰｽﾞﾝ 牛乳 さとう す しお しょうゆ みそ ごま
【ﾊﾞｰｽﾃﾞｰｹｰｷ・牛乳】
米 じゃこ 鶏肉 わかめ 玉ねぎ 人参 ﾏｶﾛﾆ きゅうり ｷｬﾍﾞﾂ
ビスケット ラムネ
牛乳 しょうゆ さとう す みそ ﾏﾖﾈｰｽﾞ 生姜 しお
牛乳
米 豚肉 ｷｬﾍﾞﾂ 玉ねぎ 人参 卵 きゅうり わかめ ｳｲﾝﾅｰ
★手作りおやつ★
ﾎｯﾄｹｰｷの素 牛乳 ｹﾁｬｯﾌﾟ さとう しょうゆ みりん みそ す
【ｳｲﾝﾅｰ蒸しﾊﾟﾝ・牛乳】
米 高野豆腐 油揚げ 卵 えのき きゅうり ｷｬﾍﾞﾂ 豚肉 玉ねぎ 人参 ほうれん草 ﾁｰｽﾞ ★手作りおやつ★
小麦粉 片栗粉 牛乳 さとう しょうゆ みりん みそ
【ﾁｰｽﾞﾁﾁﾞﾐ・牛乳】
米 生うどん 牛肉 ﾈｷﾞ 卵 切干大根 油揚げ 人参 じゃこ わかめ きゅうり ｷｬﾍﾞﾂ
おせんべい ラムネ
牛乳 さとう しょうゆ す みりん
牛乳
米 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ 豚ﾐﾝﾁ 玉ねぎ 人参 ﾄﾏﾄ缶 ﾊﾑ ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
ﾖｰｸﾞﾙﾄ みかん缶 ﾊﾟｲﾝ缶 ﾊﾞﾅﾅ ｹﾁｬｯﾌﾟ さとう しょうゆ しお ｺﾝｿﾒ ごま ﾏﾖﾈｰｽﾞ

ずいぶん過ごしやすい季節になってきました。
秋はお米を始め、野菜や果物など多くの食べ物が旬を迎えます。
旬とは、その食べ物がたくさん収穫できる時、また、一年で最もおいしく、栄養価も高くなる時期です！
畑からはさつま芋が給食に入ってきます。この季節ならではの給食を楽しみにしてください☆

