
その他

　血や肉を作るもの 　熱や力となるもの 調味料等

米

鶏肉 さつま芋.片栗粉.白砂糖.油 みりん.醤油.かつお節

青菜のおかか和え 醤油.かつお節

みそ汁 果物 みそ 玉葱.人参.葉葱 果物 かつお節

牛乳/調整豆乳 /小麦粉.白砂糖.マーマレード.油 /ココア.ベーキングパウダー

油揚げ.干しひじき 米.三温糖.ごま油 醤油.かつお節

鶏肉の照り焼き 鶏肉 醤油.酒.みりん

ハム 春雨.白砂糖.油 塩.酢

わかめスープ 果物 わかめ 玉葱 果物 塩.醤油.かつお節

牛乳/ /グラニュー糖.バター.麩 /

豚肉 米.片栗粉.ごま油.油 醤油.塩

ハム 春雨.白砂糖.油 塩.酢

わかめスープ 果物 わかめ 玉葱 果物 塩.醤油.かつお節

牛乳/ /グラニュー糖.バター.麩 /

油揚げ.みそ.鶏肉 干しうどん みりん.醤油.かつお節.出し昆布

さわやか漬 果物 白砂糖 胡瓜.大根.人参.レモン果汁 果物 塩

牛乳/豚肉 /米.白砂糖.油 /酒.醤油

米

鮭 酒.塩

さつま揚げ ごま油 みりん.塩.醤油

13日 みそ和え/27日 みそ汁 果物 みそ/みそ 白砂糖/ キャベツ.もやし/キャベツ.もやし 果物 醤油/かつお節

牛乳/ /食パン.いちごジャム /

丸パン

豚肉.豆腐 片栗粉.白砂糖.油 中濃ソース.塩.ケチャップ.酒

塩

大豆と野菜のスープ 果物 大豆水煮 青菜.玉葱.人参 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳/赤みそ /米.もち米.白砂糖 /酒.みりん

ツナ 米.油 塩.カレー粉

ウインナースープ 果物 ウインナー じゃが芋 玉葱.乾燥パセリ 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳// //せんべい //

豚肉 小麦粉.米.白砂糖.油.バター 中濃ソース.塩.ケチャップ

ちりめん 白砂糖.油 塩.酢.醤油

にら玉スープ 果物 玉葱.にら 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳/ヨーグルト /小麦粉.白砂糖.バター /ベーキングパウダー

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

ヨーグルト 白砂糖 マヨドレ.塩

青菜のスープ 果物 青菜.玉葱 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳/牛乳 /白砂糖.パイシート /

米

鶏肉 油.片栗粉 塩麹

さっぱりサラダ 白砂糖 胡瓜.人参.キャベツ.レモン果汁 塩

みそ汁 果物 みそ 南瓜.青菜.玉葱 果物 かつお節

牛乳// /白砂糖/せんべい //

ベーコン.鶏肉.牛乳 小麦粉.スパゲティ.白砂糖.油.バター 塩

きのこのソテー 果物 じゃが芋.油 コーン.人参.しめじ.マッシュルーム水煮 果物 醤油.塩

牛乳/ /米.さつま芋 /酒.塩

米

豚肉 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 わかめ.みそ 大根 果物 かつお節

牛乳/青のり /じゃが芋.片栗粉.油 /中濃ソース.塩.かつお節.マヨドレ

食パン

魚.粉チーズ パン粉 塩.マヨドレ

塩

キャベツスープ 果物 鶏肉 キャベツ.玉葱.人参 果物 醤油.塩.かつお節

牛乳/焼きのり /米.白砂糖.ごま油 /醤油

豚肉 米.白砂糖.油 酒.醤油.塩.かつお節

みそ汁 果物 みそ さつま芋 葱 果物 かつお節

牛乳// //ビスケット //

インディアンスパゲティ 鶏肉.お魚チップ 小麦粉.米.油.バター 中濃ソース.塩.ケチャップ.カレー粉

白砂糖.油 酢.塩

きのこスープ 果物 玉葱.青菜.しめじ.えのき 果物 醤油.塩

牛乳/牛乳.生クリーム /小麦粉.油.白砂糖 /ベーキングパウダー

今月の平均エネルギー　乳児：エネルギー 474kcal　たんぱく質：20.1ｇ　食塩相当量：1.5ｇ ※乳児は毎日9：30に牛乳を７０cc飲んでいます。
今月の平均エネルギー　幼児：エネルギー 544kcal　たんぱく質：22.6ｇ　食塩相当量：1.8ｇ

○今月の使用予定果物：バナナ・かき・なし・りんご（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。

〇13日「お弁当給食」…幼児クラスはフードパックに詰めて、乳児クラスはワンプレート皿に乗せて、給食を提供します。(27日は通常通りのお皿)

　　　　　　　　　　　 いつもとは違う遠足のような雰囲気で、 楽しい給食の時間にしたいと思います。

🐘ぞう組のお誕生月の子のリクエストメニューを取り入れています。

＜11日(火)ひじきご飯・鶏肉の照り焼き・春雨サラダ・わかめスープ＞＜19日(水)フルーツケーキ＞

令和４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

２４ 月

ご飯

鶏肉とさつまいもの揚げ煮

牛乳/ココアオレンジケーキ /

青菜.人参

２５ 火

中華丼 玉葱.チンゲン菜.人参.白菜.干ししいたけ

春雨サラダ 胡瓜.人参

牛乳/お麩ラスク /

 １２
２６

水

ほうとう風うどん 南瓜.玉葱.人参.葉葱.しめじ

牛乳/肉そぼろご飯 /チンゲン菜.玉葱

/

ご飯

れんこんきんぴら 人参.蓮根

牛乳/ジャムサンド /

鮭の塩焼き

/果物/

 １４
２８

金

丸パン

ハンバーグ 玉葱

せんキャベツ キャベツ

牛乳/五平もち

玉葱.トマト缶.人参.ニンニク.マッシュルーム水煮

牛乳/ヨーグルトクッキー /

じゃこサラダ 胡瓜.人参.大根

 １５
２９

土

ツナカレーピラフ 玉葱.人参.ピーマン

牛乳/果物/せんべい

 ６
２０

木

ご飯

３
１７

月

ハヤシライス

 ５ 水
クリームスープスパゲッティ

ひじき入り白和え

青菜.玉葱.人参

牛乳/さつま芋ごはん /

豚肉のしょうが焼き 生姜.玉葱

青菜.人参

牛乳/たこ焼風ポテト /キャベツ.葉葱

 ７
２１

金

食パン

魚のマヨパン粉焼き

ブロッコリー ブロッコリー

牛乳/のりふりかけおにぎり /ニンニク

１
２２

土

豚丼 白滝.青菜.玉葱.人参

牛乳/果物/ビスケット /果物/

19 水

🎂お誕生日会メニュー🎂

コーンサラダ 胡瓜.人参.キャベツ.コーン

牛乳/フルーツケーキ /みかん缶.黄桃缶

玉葱.人参.ニンニク.生姜

/寒天.りんごジュース.りんご/

🎃ハロウィンメニュー🎃
ハロウィンカレー 玉葱.人参.ニンニク.生姜

ヨーグルトサラダ 胡瓜.人参.キャベツ

牛乳/パンプキンパイ /南瓜

鶏肉の塩麴唐揚げ

木

🍱お弁当給食🍱

４
１８

火

ご飯

牛乳/りんごゼリー/せんべい

３１ 月

１１ 火

ひじきご飯 人参

春雨サラダ 胡瓜.人参

牛乳/お麩ラスク /

 １３
２７

赤 黄 緑


