
10月献立予定表

曜日
　3歳未満児

主食 副食献立名 血や肉や骨 熱や力 体の調子を整える
間食献立名

(3時のおやつ)10時のおやつ

1 金 おせんべい　　　　
お茶 ごはん

メカジキの竜田揚げ　ごま和え
すまし汁　グレープフルーツ

メカジキ　　　　　　　
ハンペン　わかめ ごはん

ほうれん草　ブロッコリー
人参　長ねぎ　しめじ　

イチゴスティックケ
ーキ　お茶

2 土 おせんべい　　　　
お茶 中華麺 焼きそば　チーズ　バナナ 豚挽肉　チーズ 中華麺 キャベツ　人参　もやし

4 月 チーズ　お茶 ごはん
鮭の西京焼き　サラスパ
白菜の味噌汁　オレンジ 鮭　ハム

ごはん     　
サラスパ

人参　きゅうり　コーン
白菜　えのき　人参

キラキラゼリー
おせんべい　お茶

5 火 おせんべい　　　　
お茶 くりごはん

唐揚げ　かぼちゃサラダ
中華スープ　グレープフルーツ 鶏肉　チーズ

ごはん　     
かぼちゃ きゅうり　人参　青梗菜　玉ねぎ 肉まん　　　　　　　　

お茶

6 水 クッキー
お茶 中華麺 醬油ラーメン　餃子　バナナ　リンゴジュース 餃子　ナルト 中華麺

もやし　人参　キャベツ　　　　　　　　　　
長ネギ　メンマ

おかかおにぎり　　　　
　お茶

7 木 おせんべい　　　　
お茶 パン ＡＢＣスープ　キラキラゼリー

コーンマヨパン　ウィンナーパン　    
メロンパン　マカロニ

ほうれん草　玉ねぎ　しめじ
ごまクッキー　　　　　
　　お茶

8 金 パイ　お茶 ごはん ハヤシライス　おかか和え　チーズ　なし 豚肉　チーズ ごはん 玉ねぎ　人参　キャベツ　小松菜　
スイートポテト　　　　
　お茶

9 土 おせんべい　　　　
お茶 パスタ ナポリタン　チーズ　バナナ 鶏挽肉　チーズ パスタ 玉ねぎ　ピーマン

11 月 おせんべい　　　　
お茶 ごはん チキンチャップ　キャベツとカニカマの和え物　　　　

なめこの味噌汁　オレンジ
鶏肉　カニカマ　　　

豆腐 ごはん
人参　キャベツ　レタス
もやし　なめこ　玉ねぎ

さつまいもケーキ　　　
　お茶

12 火 クラッカー
お茶

ふりかけ　　　　
ごはん

サンマの塩焼き　ポテトサラダ
大根の味噌汁　　グレープフルーツ サンマ

ごはん　　　　
じゃが芋

人参　きゅうり　コーン　大根
長ねぎ　しめじ

リッツサンド　　　　　
お茶

13 水 おせんべい　　　　
お茶 クロワッサン コーンシチュー　海藻サラダ　オレンジ 鶏肉　海藻 クロワッサン　　

　じゃがいも
玉ねぎ　人参　コーン

キャベツ　レタス　きゅうり
じゃこおにぎり　　　

お茶

14 木 クラッカー
お茶 ごはん

チーズはんぺんフライ　ごま和え
豆腐の味噌汁　なし

チーズハンペン　　　　
　豆腐 ごはん

人参　キャベツ　ブロッコリー
玉ねぎ　大根

アップルパイ　　　　　
お茶

15 金 パイ　お茶 ごはん
焼き栗コロッケ　ブロッコリーサラダ
小松菜の味噌汁　オレンジ

コロッケ　ツナ　　　
油揚げ ごはん

ブロッコリー　人参　キャベツ
小松菜　もやし

ミニたい焼き　　　　
お茶

16 土 おせんべい　　　　
お茶 うどん 五目うどん　チーズ　バナナ

豚肉　チーズ　　　　　
油揚げ うどん 長ねぎ　人参　しいたけ

18 月 おせんべい　　　　
お茶 ごはん

しゅうまい　コールスローサラダ
コンソメスープ　オレンジ

しゅうまい　　　　　　
わかめ ごはん

キャベツ　きゅうり　人参　コーン
しいたけ　玉ねぎ

マカロニあべかわ　　　
お茶

19 火 クッキー
お茶 ごはん

高野豆腐の卵とじ　温野菜
しめじの味噌汁　グレープフルーツ 高野豆腐　卵 ごはん

玉ねぎ　人参　しいたけ　ニラ　　　　　　　
　しめじ　長ねぎ　ほうれん草

ツナパン　　　　　　　
お茶

20 水 パイ お茶 中華麺 焼きそば　ワンタンスープ　チーズ　バナナ 豚肉　チーズ
中華麺　　　
ワンタン

キャベツ　人参　もやし　　　　　　　　　　
玉ねぎ　チンゲン菜　しいたけ

ひじきおにぎり　　　　
お茶

21 木 おせんべい　　　　
お茶

わかめ　　　　
ごはん

ホッケの塩焼き　花野菜サラダ
ほうれん草の味噌汁　グレープフルーツ ホッケ　油揚げ ごはん

ブロッコリー　カリフラワー
コーン　ほうれん草　しいたけ

フライドポテト　　　　
　お茶

22 金 チーズ お茶 ごはん
チキンカツ　人参サラダ
わかめスープ　オレンジ

チキンカツ
わかめ ごはん

人参　キャベツ　レタス
コーン　しいたけ　玉ねぎ

マフィン　　　　　　　
　お茶

23 土 おせんべい　　　　
お茶 パスタ 和風ツナスパゲッティー　チーズ　バナナ ツナ　チーズ パスタ キャベツ　人参　もやし

25 月 おせんべい　　　　
お茶 ごはん

春巻き　ナムル　ＡＢＣスープ
グレープフルーツ　 春巻き

ごはん　　　　
マカロニ

もやし　人参　ニラ　キャベツ　　　　　　　
　玉ねぎ　しめじ　ほうれん草

フルーチェ　　　　　　
　お茶

26 火 クラッカー　　　　
　　お茶 ナン

キーマカレー　ボイルドサラダ　チーズ
オレンジ 豚挽肉　チーズ ナン 玉ねぎ ピーマン　トマト缶  ブロッコリー                       

インゲン アスパラ　ヤングコーン
ヨーグルトケーキ　　　

　お茶

27 水 おせんべい　　　　
お茶 パスタ

ミートソース　もやしサラダ
ウィンナー　ロールケーキ

豚肉　ウィンナー　
ツナ パスタ

玉ねぎ　人参　しいたけ　トマト缶
もやし　キャベツ　きゅうり　

鮭おにぎり　　　　　
お茶

28 木 チーズ　お茶 ごはん 鮭のちゃんちゃん焼き　豚汁　りんご 鮭　豚肉　豆腐
ごはん　　　　
里芋

キャベツ　もやし　人参　　　　　　　　　　
　しめじ　大根　ごぼう

豆乳ドーナツ　　　　
お茶

29 金 おせんべい　　　　
お茶 クロワッサン コーンシチュー　ツナサラダ　オレンジ 鶏肉　ツナ クロワッサン　　　

じゃがいも
人参　玉ねぎ　コーン　　　　　　　　　　　

　　　　　キャベツ　レタス　きゅうり
お麩ラスク　　　　　　
　お茶

30 土 おせんべい　　　　
お茶 うどん 鶏塩うどん　チーズ　バナナ 鶏挽肉　チーズ うどん 白菜　人参　ほうれん草　しいたけ
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慈照幼稚園卵 乳 小麦

バイ

ヌルヌル食品 
ヌルヌル食品が、インフルエン
ザ予防に役立つ食べ物とされて
います。納豆、オクラ、モロヘ
イヤ、ツルムラサキ、サトイ
モ、ナガイモ、大和イモ、ナメ
コなど粘りのある食物繊維をた
くさん取りましょう。

魚って良いよ！！ 
旬が豊富……海に囲まれた日本は、魚介類の種類も多くて新鮮です。 
色々な形で面白い！ 
色々な調理方法ができます……揚げ、焼き、煮物、サラダ、汁物… 
お米によく合う……お米に足りない必須アミノ酸のヒスチジン、リジンを補います。 
カルシュウム、DHAが豊富です……骨が丈夫になります。 

未満児　エネルギー  409.5kcal／たんぱく質 12.2ｇ／脂肪   10.0ｇ／食塩相当量 　1.1ｇ
以上児　エネルギー　509.8kcal／たんぱく質 17.8ｇ／脂肪 　13.2ｇ／食塩相当量　1.6ｇ
 ※15時のおやつは栄養価に含まれません。　〈主食を含む〉　（10月平均栄養価）
（材料の都合により献立を変更する事があります）
（3歳以上児の給食にはカルシウム強化の為、牛乳がプラスされます）


