
給食だより（幼児） しあわせの丘こども園
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15.8 13.5 10.6 8.8
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18.1 6.9 13.6 7.5 21.3 9.6 18.6 5.6 15.7 6.5

11 12 13 14 15 16

16.8 7.0 10.5 10.0 21.8 10.6 22.8 19.7 13.7 9.2 12.9 3.4
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15.6 6.4 15.7 6.1 17.9 11.4 16.0 9.0 19.3 7.3

25 26 27 28 29 30

16.6 5.3 18.0 9.9 14.2 18.5 18.1 13.5 16.9 20.6 18.5 7.1

444 256
○精白米
○鶏肉　土生姜
○はるさめ　きゅうり　にんじん
　カーネルコーン　マヨドレ
○玉葱　しめじ　うすあげ　ねぎ　昆布

○スパゲティ　ベーコン　玉葱　にんじん
　エリンギ　しめじ　小松菜　糸のり
○大根　にんじん　みつば　昆布　削り節

ちぢみ

☆給食・間食は行事などの都合により、献立日が変更になる場合があります。

数字は給食のみの栄養価です。    ｴﾈﾙｷﾞｰ(kcal)  たんぱく質(g)  脂質(g)

今月の給食目標　感謝の気持ちをもって食べましょう ２０１９年１１月
月 火 水 木 金 土

ごはん　鶏肉のからあげ
春雨のサラダ　みそ汁

和風スパゲティ　すまし汁

349 278
○精白米
○豚肉 玉葱  土生姜
○チンゲン菜 玉葱 にんじん　ツナ水煮
○ゆば　えのき茸　みつば　昆布　削り節
○バナナ

○精白米
○さつま芋　玉葱　ごぼう　にんじん
　むきえび　小麦粉　卵
○切干し大根　ちくわ　にんじん
○白菜　玉葱　わかめ　昆布　削り節

○精白米　紅鮭（トラウト）　土生姜
○鶏肉　玉葱
○小松菜　にんじん　厚揚げ
○切麩　もやし　ねぎ　昆布　削り節

○精白米
○本さわら　土生姜
○白菜　にんじん　花かつお
○里芋　にんじん　しめじ　ねぎ　昆布
　削り節　片栗粉

○中華めん　豚肉　もやし　玉葱　にんじん
　キャベツ　ケチャップ　青のり粉
○かぶ（葉付き）　生しいたけ　昆布
　削り節

ぽりぽり小魚

ごはん　豚肉のしょうが焼き
チンゲン菜とツナの炒め煮
すまし汁　フルーツ

ごはん　ごぼう入りかき揚げ
切干大根煮　みそ汁

もみじごはん
鶏肉の香味焼き
小松菜と厚揚げの煮物
みそ汁

ごはん
さわらの照焼き　おかか和え
のっぺい汁

焼きそば　かぶのみそ汁

369 396 379

秋も深まり、柿やぶどうなど旬を迎える果物がたくさんあります。子供たちにおいしい果物の味を覚えてもらう絶

好のチャンスです。ビタミンの豊富な果物は実に効能もさまざまです。離乳期から食べれるものもあるので、上手

に取り入れて風邪予防も一緒に行いましょう。

鶏肉丼　すまし汁

394 392 319 578 364 300

フライドポテト きな粉トースト 型抜きチーズとフルーツ やわらかマドレーヌ 鶏そぼろおにぎり

ごはん　鶏肉のカレーソテー
バターポテト　みそ汁

なすとﾍﾞｰｺﾝのトマトパスタ
すまし汁　フルーツ

パンとジャム　鮭のムニエル
チンゲン菜のソテー
すまし汁

秋のきのこカレー
茹で野菜サラダ　ヨーグルト

ごはん　ポークチャップ
ほうれん草の炒め物　みそ汁

人参ケーキ 小松菜だんご のりおにぎり ミルククッキー 麩のラスク フルーツヨーグルト

○精白米
○鶏肉　玉葱
○じゃがいも　にんじん　パセリ
○玉葱　えのき茸　ねぎ　昆布　削り節

○スパゲティ　なす　ベーコン　玉葱
　にんじん　トマト　ケチャップ　粉チーズ
○ほうれん草　大根　にんじん　ねぎ　昆布
　削り節
○柿

○ロールパン　いちごジャム
○紅鮭（トラウト）　小麦粉
○チンゲン菜　玉葱　にんじん
○鶏肉　白菜　ねぎ　昆布　削り節

○精白米 豚肉 じゃがいも 玉葱 にんじん
  しめじ エリンギ 小麦粉 りんご
　ケチャップ　鶏がら
○キャベツ　きゅうり　にんじん
　マヨドレ　  ○ヨーグルト

○精白米
○豚肉　玉葱
○ほうれん草　玉葱　にんじん
○もやし　にんじん　うすあげ　ねぎ　昆布
　削り節

○精白米　鶏肉　にんじん　玉葱
　生しいたけ　ねぎ
○豆腐　しめじ　ねぎ　昆布　削り節

みたらしだんご

トントン丼　マカロニサラダ
みそ汁

ごはん　鶏肉の甘酢煮
ほうれん草とｺｰﾝの炒め煮
秋のもりもり汁

ロールパン
茹でウインナー
野菜のケチャップ炒め
スープ　フルーツ

ごはんと味付のり
さばの竜田揚げ
白菜のごま和え　すまし汁

ハヤシライス
小松菜の洋風煮　ヨーグルト

373
○精白米
○鶏肉　じゃがいも　玉葱
○ひじき　にんじん　ちくわ
○切麩　大根　ねぎ　昆布　削り節

○精白米
○豚肉　玉葱　しめじ
○小松菜　白菜　にんじん
○かぶ（葉付き）　にんじん　昆布　削り節
○りんご

○精白米
○牛肉　玉葱　エリンギ
○ほうれん草　にんじん　ちりめんじゃこ
○豆腐　玉葱　わかめ　昆布　削り節

○精白米　さつま芋　黒ごま
○鶏肉　土生姜
○キャベツ　玉葱　にんじん
　コーンドレッシング
○ゆば　えのき茸　青菜　昆布　削り節

○精白米　麦　味付のり
○本さわら　土生姜
○ごぼう　にんじん　糸こんにゃく
○もやし　しめじ　ねぎ　昆布　削り節

ごはん
鶏肉とじゃが芋の煮物
ひじき煮　みそ汁

ごはん　豚肉のみそ炒め
小松菜の煮浸し
かぶのすまし汁　フルーツ

ごはん
牛肉とエリンギのソテー
ほうれん草のじゃこ煮
みそ汁

いもごはん
鶏肉の照り焼き
キャベツのサラダ　すまし汁

麦ごはんと味付のり
煮魚
きんぴらごぼう　みそ汁

371 353 395 361

令和元年　10月25日

ヨーグルトケーキ キャロットゼリー ゆかりおにぎり スイートポテト ちんすこう（ココア） 卵ボーロ

○精白米　豚肉 にんじん 玉葱 生しいたけ
　ねぎ
○マカロニ　玉葱　きゅうり　にんじん
　マヨドレ
○白菜　にんじん　わかめ　昆布　削り節

○精白米  ○鶏肉 さつまいも　ピーマン
○ほうれん草　玉葱　にんじん
　カーネルコーン
○里芋　しめじ　こんにゃく　うすあげ
　ねぎ　昆布　削り節

○ロールパンパン
○ポークウィンナー
○キャベツ　玉葱　にんじん　ケチャップ
○鶏肉　玉葱　にんじん　ねぎ　鶏がら
○バナナ

○精白米　味付のり
○さば　土生姜　片栗粉
○白菜　にんじん　白ごま
○豆腐　えのき茸　ねぎ　昆布　削り節

○精白米 牛肉 じゃがいも 玉葱 にんじん
  小麦粉 りんご　トマトピューレ
  ケチャップ 鶏がら
○小松菜　玉葱　にんじん　ベーコン
　鶏がらスープ   ○ヨーグルト

○うどん　鶏肉　玉葱　にんじん　ねぎ
  昆布　削り節
○大豆　角切昆布　こんにゃく　にんじん

とりなんばうどん　大豆煮

370 412 392 436 593 331

大学いも サックリチーズスティック マヨネーズラスク フルーツ蒸しパン


