
その他

　血や肉を作るもの 　　熱や力となるもの 調味料等

豚肉.豆腐.みそ 米.片栗粉.ごま油.白砂糖 醤油

ちくわ 白砂糖.ごま油 醤油

チンゲン菜のスープ 果物 ﾁﾝｹﾞﾝ菜.もやし.エリンギ 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳/ /白砂糖 /

米

魚 片栗粉.白砂糖.油 酒.みりん.醤油

醤油.かつお節

みそ汁 果物 みそ 大根.人参.えのき.小松菜 果物 かつお節

牛乳/牛乳 /小麦粉.三温糖.バター /ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ

豚肉 中華麺.ごま油 醤油.塩.かつお節.出し昆布

ブロッコリーの中華和え 果物 じゃこ ごま.白砂糖.ごま油 ブロッコリー.もやし 果物 醤油.塩

牛乳/わかめ /米.ごま /塩.醤油

ツナ 米.ﾊﾞﾀｰ 醤油.塩

オリーブ油.白砂糖 塩.酢

チキンスープ 果物 鶏肉 玉葱.人参.しめじ.葉葱 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳/チーズ.牛乳 /小麦粉.白砂糖.バター /ベーキングパウダー

鶏肉.大豆水煮 米.小麦粉.バター.油.じゃが芋 中濃ソース.塩.ケチャップ.カレー粉

マカロニスープ 果物 マカロニ 人参.キャベツ.しめじ.ブロッコリー 果物 塩.醤油.かつお節

牛乳/牛乳 /バター.白砂糖.小麦粉.片栗粉 /紫芋パウダー

小松菜パン

ﾁｰｽﾞ.鶏肉.牛乳 小麦粉 塩

じゃが芋.三温糖.バター 塩

カレースープ 果物 豚肉 ｷｬﾍﾞﾂ.玉葱.人参 果物 醤油.塩.かつお節.ﾛｰﾘｴ.カレー粉

牛乳/青のり /餃子の皮.油 /塩

鶏肉 米.三温糖.ごま油 醤油

清汁 果物 わかめ 玉ふ 葱 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳// /ビスケット/ //

米

鶏肉.みそ 白砂糖.油.ﾊﾞﾀｰ 酒.みりん.醤油.塩

そうめん汁 果物 厚揚げ そうめん 人参.青菜 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳/きな粉.高野豆腐 /片栗粉.白砂糖.油 /

魚 米.白砂糖.油 醤油.酒

鶏肉 白砂糖.練りごま 醤油.マヨドレ

みそ汁 果物 みそ じゃが芋 玉葱.青菜 果物 かつお節

牛乳/牛乳 /小麦粉.白砂糖.油 /ベーキングパウダー

わかめ.かまぼこ 干しうどん みりん.醤油.塩.かつお節.出し昆布

豚肉入りかき揚げ 果物 豚肉 油.小麦粉.片栗粉 なす.ピーマン 果物 塩.醤油

牛乳/ /米.さつま芋.ごま /塩

豚肉.ﾁｰｽﾞ 小麦粉.ｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ.油.バター.オリーブ油 醤油.塩.ｹﾁｬｯﾌﾟ

白砂糖.オリーブ油.じゃが芋 塩.酢

野菜スープ 果物 青菜.玉葱.人参.えのき 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳/牛乳.マスカルポーネチーズ.生クリーム /ビスケット.白砂糖 /ココア

米

豚肉 ごま油 酒.みりん.醤油

豆腐.干しひじき.みそ 白砂糖.白ごま 醤油

みそ汁 果物 みそ 南瓜.玉葱.葉葱 果物 かつお節

牛乳/チーズ.豚肉.大豆水煮 /食パン.油 /カレー粉.塩

ロールパン

豆腐.干しひじき.豚肉 白砂糖.片栗粉 中濃ｿｰｽ.塩.ｹﾁｬｯﾌﾟ

白砂糖.オリーブ油 塩

トマトスープ 果物 ﾍﾞｰｺﾝ じゃが芋 玉葱.トマト.パセリ 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳/みそ /米.もち米.白砂糖.ごま /みりん

豆腐.豚肉 米.白砂糖.油 醤油.かつお節.酒.みりん

みそ汁 果物 油揚げ.みそ 玉葱.なす 果物 かつお節

牛乳// /せんべい/ //

今月の平均エネルギー　乳児：５３０ kcal　幼児：５９９ kcal ※乳児は毎日１０時に牛乳を７０cc飲んでいます。

○今月の使用予定果物：なし・りんご・かき・バナナ・オレンジ（入荷状況等により日々の使用果物を決定します）

○献立（食材）は、園の行事・その他の都合により、変更することがありますのでご了承ください。献立が変更になった場合は、お知らせします。

水

ねぎうどん 玉葱.人参.椎茸.葱

牛乳/さつま芋ごはん /

//果物

かむカムバーグ

玉葱.なす.ﾆﾝﾆｸ.人参.ピーマン.椎茸

サクサクサラダ ｷｬﾍﾞﾂ.胡瓜.人参

28 木

🎃ハロウィンメニュー🎃
おばけカレー 玉葱.人参.生姜.ニンニク

牛乳/2色クッキー /南瓜

6

切干大根.玉葱

コールスロー ｷｬﾍﾞﾂ.人参.ﾚﾓﾝ

牛乳/五平もち /

8
22 金

ロールパン

9
23

土

肉豆腐丼 白滝.玉葱.人参.葉葱

牛乳/せんべい/果物

ﾆﾝﾆｸ.玉葱.にら

ひじき入り白和え 青菜.人参

牛乳/キーマカレートースト /玉葱.人参.ピーマン

牛乳/ティラミス風ビスケットケーキ /

7
21

木

ご飯

ガーリック焼き

水20

♡お誕生日会メニュー♡

5
19

火

きのこごはん 生姜.人参.しめじ.椎茸.葉葱

ごまマヨ和え 胡瓜.キャベツ.もやし

なすのミートソーススパゲッティ

牛乳/栗蒸しパン /栗甘露煮

4
18

月

ご飯

鶏肉のちゃんちゃん焼き ｷｬﾍﾞﾂ.玉葱.ｺｰﾝ缶.人参.ﾆﾝﾆｸ.えのき

牛乳/高野豆腐のきな粉揚げ /

2
16
30

土

鶏そぼろ丼 人参.玉葱.キャベツ

牛乳/ビスケット/果物 //果物

1
15

金

小松菜パン

鶏肉のピカタ風 パセリ

野菜の甘煮 人参.ブロッコリー

牛乳/餃子の皮チップス /

14
29

木
金

ツナれんこんピラフ 人参.ﾊﾟｾﾘ.蓮根

みかんサラダ 胡瓜.キャベツ.みかん缶

牛乳/チーズスコーン /

13
27

水

醤油ラーメン 生姜.玉葱.人参.ﾆﾝﾆｸ.チンゲン菜

牛乳/わかめおにぎり /

12
26

火

ご飯

魚のかりん揚げ 生姜

梅おかか和え 胡瓜.もやし.梅干し

牛乳/りんごケーキ /りんご

11
25

月

麻婆丼 生姜.葱.人参.ﾆﾝﾆｸ.なす.にら.椎茸

ちくわサラダ ｷｬﾍﾞﾂ.切干大根.人参

牛乳/梨ゼリー /梨.粉寒天.レモン果汁

令和３年１０月 献　立　予　定　表　　　 バンビ保育園梅島園

日
曜
日

昼　食 食　　　　　　　　　　　　材

間　食 　　体の調子をよくするもの赤 黄 緑


