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日 曜 献立名
主　要　食　材 間

食
乳児おやつ(午前)

血や肉や骨になるもの 熱や力になるもの 体の調子をよくするもの 乳児･幼児おやつ(午後)

1 火
鶏ごぼうピラフ
シルバーサラダ　コンソメスープ

牛乳・ツナ・若鶏肉・寒天
ベーコン・ゼラチン
スキムミルク

精白米・さつま芋・春雨・油
果物・人参・ねぎ・赤ピーマン
玉ねぎ・グリンピース・ごぼう
キャベツ・コーン・しめじ茸

牛乳　果物

ミルク　芋ようかん

2 水
ご飯　魚のチーズ焼き
付け合せ　沢煮わん

牛乳・さわら・豚肉・粉チーズ
スキムミルク

精白米・小麦粉・油
果物・人参・ねぎ・ブロッコリー
ごぼう・玉ねぎ・生椎茸・白菜

牛乳　果物

ミルク　ココアむしパン

3 木
牛丼　チンゲン菜のおひたし
果物

牛乳・焼き豆腐・牛肉
しらす干し・卵

精白米・糸こんにゃく
小麦粉・山芋

果物・チンゲン菜・人参・ねぎ
ごぼう・しょうが・玉ねぎ・もやし
えのき茸

牛乳　果物

ミルク　お好み焼き

牛乳　果物

♪おたのしみ♪

5 土
もやしラーメン
即席漬け　果物

牛乳・焼き豚・刻み昆布 菓子・中華そば・油・ごま
小松菜・人参・キャベツ・きゅうり
生姜・玉ねぎ・もやし・しめじ茸
木耳・レモン汁

牛乳　果物

お茶　菓子

4 金 自　由　献　立

牛乳　果物

ミルク　アップルサンド

8 火
ハヤシライス
キャベツサラダ　果物

牛乳・しらす干し・牛肉
スキムミルク

精白米・じゃが芋
さつま芋・油

果物・人参・グリンピース・玉ねぎ
きゅうり・にんにく・しめじ茸

牛乳　果物

ミルク　焼き芋

7 月
ご飯　飛鳥汁
磯煮　焼きししゃも

牛乳・茹大豆・厚揚げ・ちくわ
焼きししゃも・若鶏肉・ひじき
スキムミルク

精白米・食パン・じゃが芋
油・マーガリン

果物・さやいんげん・人参・ねぎ
大根・玉ねぎ・レーズン・りんご

牛乳　果物

ミルク　ごぼうかりんとう

10 木
パン　魚のムニエル
付け合せ　コンソメスープ

牛乳・鮭・ハム・スキムミルク
パン・精白米・もち米・米粉
じゃが芋・油・バター

果物・トマト・人参・パセリ・玉ねぎ
キャベツ・コーン・レモン

牛乳　果物

ミルク　きなこボール

9 水
豚寿司　おひたし
麩のすまし汁

牛乳・豚肉・塩わかめ
スキムミルク

精白米・おつゆ麩・小麦粉・油 果物・人参・ねぎ・ごぼう・玉ねぎ

牛乳　果物

ミルク　マロンケーキ

12 土 運　動　会

11 金
ご飯　ハンバーグきのこソース
ゆでキャベツ　大根のみそ汁

牛乳・油揚げ・しぼり豆腐
合びき肉・スキムミルク

精白米・小麦粉・でん粉
油・栗

果物・人参・ねぎ・キャベツ・大根
玉ねぎ・えのき茸・しめじ茸
エリンギ

牛乳　果物

ミルク　スイートポテト

16 水
ご飯　高野豆腐の卵とじ
なます　果物

牛乳・高野豆腐・しらす干し
若鶏挽肉・卵・スキムミルク

精白米・小麦粉・上新粉・ごま
バター・じゃが芋

果物・小松菜・人参・大根・玉ねぎ
干椎茸

牛乳　果物

ミルク　ショートブレッド

15 火 自　由　献　立

涼しい秋風が吹き、体を動かすのも心地よい季節になりましたね♪

今月は子どもたちが楽しみにしている運動会があります。本番で力が

発揮できるよう、しっかり食べて元気に運動会を迎えましょう！
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牛乳　果物

ミルク　フルーツヨーグルト

18 金
ご飯　鮭とさつま芋の甘酢あん
もやしのみそ汁　果物

牛乳・糸かつお・鮭・ハム
スキムミルク

精白米・ロールパン・さつま芋
でん粉・油

果物・こまつな・人参・ピーマン
きゅうり・玉ねぎ・もやし・生椎茸

牛乳　果物

ミルク　ハムサンド

17 木
きのこマーボー丼
ナムル　果物

牛乳・豆腐・豚挽肉
スキムミルク・ヨーグルト

精白米・でん粉・油・ごま油
油・ごま

果物・小松菜・にら・人参・生椎茸
玉ねぎ・にんにく・もやし・木耳
干し椎茸・しめじ茸・エリンギ

牛乳　果物

ミルク　レーズンクッキー
23 水 ま　つ　り　弁　当

牛乳　果物

お茶　菓子

21 月
ご飯　いも煮
しらすとわかめの酢の物　果物

牛乳・しらす干し・牛肉
塩わかめ・スキムミルク

精白米・里芋・じゃが芋
果物・人参・ねぎ・きゅうり・生姜
大根・もやし・しめじ茸

牛乳　果物

ミルク　プリン

19 土
クリームスパゲティ
スティック野菜　果物

牛乳・冷むきえび・若鶏肉
生クリーム

菓子・スパゲティ・油・ごま
果物・人参・グリンピース・きゅうり
大根・玉ねぎ・にんにく・しめじ茸

牛乳　果物

ミルク　柿のパウンドケーキ

25 金
パン　かぼちゃグラタン
レタススープ　果物

牛乳・若鶏肉・ベーコン
スキムミルク・粉チーズ

パン・マカロニ・パン粉
バター

果物・かぼちゃ・人参・ブロッコリー
玉ねぎ・レタス・しめじ茸

牛乳　果物

♪おたのしみ♪

24 木
ご飯　魚のカレー醤油焼き
ごま和え　厚揚げのみそ汁

牛乳・厚揚げ・さわら・卵
スキムミルク

精白米・小麦粉・マーガリン
ごま

果物・こまつな・人参・ねぎ・玉ねぎ
白菜・生椎茸・柿

牛乳　果物

お茶　菓子

28 月
ご飯　豚肉のオニオンスープ
粉ふき芋　牛乳スープ

牛乳・豚肉・ベーコン
スキムミルク

精白米・焼麩・マカロニ
じゃが芋・油・バター・ごま

果物・チンゲン菜・人参・パセリ
玉ねぎ

牛乳　果物

ミルク　麩のラスク

26 土
ひるぜん焼きそば風
豆腐スープ　果物

牛乳・豆腐・若鶏肉
塩わかめ

菓子・中華そば・油・ごま
チンゲン菜・人参・キャベツ・生姜
玉ねぎ・にんにく・もやし・白ねぎ
木耳・果物

牛乳　果物

ミルク　グレープゼリー
31 木

ご飯　魚の煮つけ　にしき和え
わかめのすまし汁

牛乳・さば・ハム・塩わかめ
スキムミルク

精白米・でん粉
果物・人参・ねぎ・きゅうり・生姜
玉ねぎ・コーン・もやし・生椎茸

30 水
ご飯　豆腐とツナの卵焼き
付け合せ　なめこの味噌汁

牛乳・豆腐・ツナ・卵
スキムミルク・塩わかめ

精白米・小麦粉・油・バター
果物・トマト・人参・ねぎ・玉ねぎ
グリンピース・キャベツ・コーン

牛乳　果物

ミルク　ハロウィンクッキー

29 火 遠　　　足

１０．１０を横にすると、目と眉に見えるからだと言わ

れています。乳幼児期は、視力がもっとも発達する

時期です。 テレビやゲーム携帯電話 が普及し目を

酷使することも多くなった現在・・・目の健康

について考えてみましょう！視力は一度

落ちたら元に戻りませんよ。

◇10月10日は目の愛護デーです◇ ☆★☆大切な目の栄養素☆★☆

目の疲れ解消に大活躍

ビタミンB群

目の健康に欠かせない“ビタミンA ”

目の粘膜の保護･健康維持･暗い場所で

よく見える様になります！不足すると、

目がゴロゴロ･ドライアイにも･･･

⇒うなぎ・にんじん
ほうれんそうetc...

視神経の働きを高め視力低下の防止

目の疲労を軽減してくれますよ。

目を作る大切な成分の1つ！

⇒豚肉・卵

納豆 etc...
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