
　　平　成　2７　年
数字は幼児の標準・グラム(乳児は幼児の70％）

西京極保育園　　311-2516

月 26 火 13 27 水 14 28 木 1 15　　　29 金 2 16　　　30 土 3 17　　　31
れんこんごはん ごはん 秋野菜カレー ごはん 栗入り小豆ごはん（2日）きつねうどん

五分つき 60 五分つき 60 五分つき 65 五分つき 60 小豆ごはん（16日） うどん 200

れんこん　土生姜 鶏肉 20 五分つき 小豆 油揚げ 15

醤油　みりん　酒 金目鯛の煮付け さつま芋 30 スペインオムレツ もち米 　　塩 ほうれん草 15

金目鯛 40 じゃが芋 20 卵 35 栗（2日のみ） 三温糖　　醤油

ミンチカツ 土生姜 玉葱 40 じゃが芋 20 みりん 　　酒

豚挽肉 70 醤油 酒 人参 7 玉葱 10 秋刀魚の塩焼き かつお　　昆布

玉葱 8 三温糖　　みりん マッシュルーム 3 人参 4 秋刀魚 40

キャベツ 8 えのき 3 塩　　パセリ 塩 大根の煮付け
ピーマン 6 じゃが芋と しめじ 3 牛乳　　ブイヨン 大根 10

塩　ナツメグ　 しらたきの煮物 まいたけ 3 ひじきの炒め煮 人参 4

小麦粉　　パン粉 じゃが芋 30 コーン 3 小松菜とちくわの ひじき 4 醤油 酒

醤油　　油 しらたき 12 バター　　鶏がら さっと煮 人参 5 三温糖　　

三度豆 5 スープの素 小松菜 60 三度豆 3

もやしの和え物 醤油 酒 ブイヨン　カレー粉 ちくわ 5 油揚げ 3

もやし 35 三温糖　　みりん 香辛料　はちみつ 三温糖　　醤油 三温糖　　醤油

小松菜 15 醤油　　ホールトマト みりん 　　酒 みりん 　　酒 運動会
人参 5 ほうれん草の味噌汁 ウスターソース 油 ２日（土）
三温糖　醤油　 ほうれん草 20 とんかつソース めかぶのすまし パン・牛乳の

酢 人参 4 塩　酒　小麦粉 めかぶ 1 いもこ汁 持ち帰りになります。

味噌 かつお 醤油 さつま芋 20

かぶのスープ 昆布 ハリハリサラダ 塩　みりん 長芋 10

かぶ 15 切干大根 8 昆布 玉葱 10

かぶの葉 キャベツ 15 かつお こんにゃく 5

鶏がら　 人参 5 しめじ 5

スープの素 酢　　三温糖 ねぎ 1

醤油　 醤油　　ごま油 味噌 かつお

昆布

☆ポリポリはちみつ ☆お豆腐パン ☆果物 ☆抹茶ういろう ☆ソース焼きそば ☆おかかおにぎり
　　大豆 強力粉　豆腐 小麦粉　　上新粉 中華そば 人参 五分つき　

大豆　　はちみつ ベーキングパウダー ☆チーズ 抹茶　　きな粉 豚肉 ねぎ 花かつお

三温糖　塩　油 三温糖 キャベツ　とんかつソース　 醤油

☆お菓子 もやし　ウスターソース　　

油

☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳
月 5 19 火 6 20 水 21 　 木 8 金 9 23
ごはん ごはん ごはん ごはん ごはん 麻婆丼

五分つき 60 五分つき 60 五分つき 60 五分つき 60 五分つき 60 五分つき 65

豚挽肉 25

高野豆腐の含め煮 秋鮭のコーンマヨ焼き 里芋のバター 鶏肉の炒め煮 酢豚 豆腐 20

高野豆腐 10 鮭 40 　　味噌炒め 鶏肉 70 豚肉 20 玉葱 10

鶏肉 15 クリームコーン 2 豚肉 25 玉葱 10 玉葱 15 まいたけ 8

しめじ 10 コーン 2 里芋 50 白ねぎ 5 人参 6 ニラ 3

人参 6 玉葱 4 玉葱 10 片栗粉 ピーマン 4 味噌　三温糖　　

三度豆 4 マヨネーズ 人参 6 三温糖　　醤油 土生姜 ホールトマト　片栗粉

三温糖　　醤油 パセリ 味噌　　三温糖 みりん　酒　油 片栗粉　　酢 醤油

みりん　　酒 みりん　　酒 三温糖　　醤油 スープの素

春菊のお浸し バター　油 おいもサラダ みりん　酒　　油

小松菜のきんぴら風 春菊 25 じゃが芋 15 野菜スープ
小松菜 60 白菜 20 白菜の煮物 長芋 15 キャベツのゆかり和え キャベツ 20

ごぼう 30 花かつお 白菜 40 さつま芋 15 キャベツ 45 人参 5

さつま揚げ 8 醤油　　 水菜 15 パセリ 人参 5 スープの素

ごま 油揚げ 5 マヨネーズ 手作りゆかり 醤油　

醤油　　三温糖 ごぼうたっぷりの豚汁 醤油　　三温糖 醤油   三温糖　　

酒　油　みりん 豚肉 8 酒　　みりん 大根の味噌汁
だし汁 ごぼう 8 大根 8 ブロッコリーと 　手作りお弁当の日

人参 3 きのこのスープ 油揚げ 5 　カリフラワーのスープ     ７日（水）：２２日（木）
ふとわかめの味噌汁 ねぎ 1 しめじ 6 三つ葉 1 ブロッコリー 10 　乳児のみ：ふのすまし

ふ 1 味噌 かつお えのき 6 味噌 カリフラワー 10 おやつ：フルーツ

わかめ 1 昆布 エリンギ 6 かつお　　昆布 鶏がら 　　ヨーグルト

味噌 鶏がら　　 スープの素 お菓子

かつお　　昆布 醤油　 醤油　

スープの素

☆れんこん餅 ☆鶏そぼろおにぎり ☆果物 ☆チーズトースト ☆スイートポテト(９日） ☆お菓子
れんこん 五分つき　鶏挽肉 食パン さつま芋　バター　三温糖

ベーコン 土生姜　三温糖　醤油 ☆チーズ チーズ 豆乳クリーム

片栗粉 みりん　酒 パセリ ☆さつまいも春巻き（23日）

ごま油 ☆お菓子 さつま芋　焼売の皮　豆乳

塩 三温糖　　クラッカー

☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳 ☆牛乳
※１６日(金）はセレクトおやつです。ソース焼きそばとお好み焼き(小麦粉・豚肉・キャベツ・ねぎ・塩・ウスターソース・とんかつソース・ケチャップ）
から好きな方を選びます。
※万が一、食材が入手困難な場合、献立の一部を変更する事がごありますがご了承ください。

　10月　給　食　献　立　表　　

目標：秋の味覚を存分に楽しみましょう。

土　　　　　　24

運動会 
    １０日(土） 
 お菓子の持ち帰りに 
 なります。 
 


