
10月　こんだてひょう すてっぷセンター　給食

御飯 パン（イエローロール） 御飯 御飯 御飯 ミニ黒糖

麻婆豆腐 照り焼きチキン 鮭の塩こうじ焼き えだまめのかきあげ チンジャオロウス

小松菜とツナのポン酢和え ポテトサラダ（マヨドレ） キャベツと油揚げの煮物 ひじきとちくわの煮物 フライドポテト

かきたま汁 なすと油揚げのみそ汁 豆腐とわかめの中華スープ かぼちゃのポタージュ

ジョア（プレーン） 果物（柿） 果物（バナナ） ぶどうゼリー

精白米　 NEGイエロー 精白米　 精白米　 精白米　 ミニ黒糖

ごま油 鶏肉もも皮付き ﾄﾗｳﾄｻｰﾓﾝ えだまめ（さやつき） ピーマン 牛ももミンチ　
にんにく こいくちしょうゆ 塩こうじ みつば たけのこ水煮 豚ももミンチ
しょうが 本みりん きゅうり さつまいも にんじん たまねぎ
にんじん 料理酒 こいくちしょうゆ たまねぎ 牛肉　もも肉 豆腐（絹ごし）
豚ももミンチ 上白糖 むきえび小 料理酒 片栗粉
白ねぎ ほうれんそう キャベツ 薄力粉 食塩 食塩
三温糖 糸花鰹 油揚げ 片栗粉 片栗粉 こしょう
こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ かつお・昆布だし 料理酒 ごま油 プロセスチーズ(枚)
すりみそ 本みりん 食塩 オイスターソース トマトケチャップ
豆腐（絹ごし） じゃがいも こいくちしょうゆ 水 料理酒 れんこん
にら にんじん サラダ油 こいくちしょうゆ サラダ油
片栗粉 きゅうり かつお・昆布だし 本みりん 食塩
中華味 ロースハム 食塩 芽ひじき 中華味

日清　マヨドレ こいくちしょうゆ 竹輪（卵不使用） 上白糖 キャベツ
こまつな 食塩 えのきたけ にんじん きゅうり
えのきたけ 片栗粉 ピーマン じゃがいも 冷凍コーン
ツナ缶 味の素ＫＫコンソメ 鶏卵 料理酒 片栗粉 レモン果汁
味ぽん 水 こいくちしょうゆ サラダ油 日清　マヨドレ

食塩 かき 本みりん 食塩 牛乳
すりみそ キャベツ 三温糖 はちみつ
かつお・昆布だし 冷凍コーン サラダ油 たまねぎ
さつまいも かつお・昆布だし カットわかめ かぼちゃ
カットわかめ ジョア(プレーン)Ca＆V.D 豆腐（絹ごし） たまねぎ

すりみそ 中華味 味の素ＫＫコンソメ
ｶﾙｼｳﾑたまごボーロ かつお・昆布だし 食塩 牛乳
ゼリー飲料（ぶどう） 油揚げ 料理酒 食塩

なす ごま油 こしょう
えのきたけ 水 有塩バター

水
ミルクスティック バナナ
ゼリー飲料（りんご） ぶどうジュース

上白糖
イナアガー

御飯 北海道ミルクパン　 けんちんうどん 御飯

かれいの煮付け さばのカレームニエル

かりかりチーズ揚げ だいこんの煮浸し

だいこんと揚げのみそ汁 おつゆふとわかめのみそ汁

果物（柿） 果物（りんご） 果物（りんご）

精白米　 北海道ミルクパン 干しうどん 精白米　
鶏肉もも皮なし　　

かれい 豚もも　 さといも さば
かつお・昆布だし たまねぎ ごぼう 食塩
本みりん ピーマン だいこん こしょう
こいくちしょうゆ 片栗粉 にんじん 薄力粉
料理酒 食塩 豆腐（絹ごし） カレー粉
三温糖 こしょう かつお・昆布だし 有塩バター
カットわかめ トマトケチャップ 三温糖 きゅうり

ウスターソース 食塩 こいくちしょうゆ
キャベツ こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ
緑豆もやし サラダ油 本みりん だいこん
にんじん 片栗粉 にんじん
鶏卵 ほうれんそう かつお・昆布だし
ピーマン えのきたけ プロセスチーズ 上白糖
食塩 にんじん ぎょうざの皮(枚) こいくちしょうゆ
カレー粉 いりごま サラダ油
サラダ油 うすくちしょうゆ かぼちゃ すりみそ

上白糖 サラダ油 かつお・昆布だし
すりみそ 食塩 カットわかめ
かつお・昆布だし 味の素ＫＫコンソメ おつゆふ
だいこん 水 りんご かいわれ
油揚げ ウインナー（卵不使用）
かいわれ キャベツ りんご

パセリ
かき

ビスコ
お水のゼリー

エネルギー 356Kcal タンパク質 14.8g 脂質 10.5g カルシウム 130mg 鉄 2.2mg ビタミンA 140μg
ビタミンB1 0.22mg ビタミンB2 0.18mg ビタミンC 29mg 食物繊維 3.2g 食塩相当量 2.1g

チーズハンバーグ

（卵、パン粉なし）
キャベツのコールスロー

（マヨドレ）

普・粗・押；カルシウムた

まごボーロ、ぺ・管；ゼ

リー飲料（ぶどう）

普・粗・押；ミルクス

ティック、ぺ・管；ゼリー

飲料（りんご）

ウインナーとキャベツの

コンソメスープ

キャベツともやしの

カレー炒め

ほうれんそうとえのきの

ごま和え

豚肉と玉ねぎのケチャップ

炒め

16日(金)15日(木)13日(火)

さつまいもとわかめの

みそ汁

<今月の栄養価(米飯、普通食を全量摂取した場合)>

キャベツとコーンの

コンソメスープ

19日(月)

29日(木)28日(水) 27日(火)

*献立、食材は都合により変更になることがあります。

普・粗・押；ビスコ　ぺ・

管；お水のゼリー

8日(木) 9日(金) 12日(月)

20日(火) 23日(金) 26日(月) 21日(水) 22日(木) 30日(金)

令和2年
5日(月) 6日(火) 7日(水)

材

料

献

立

献

立

材

料

★ 食育懇談会のお知らせ
今年度は給食試食会を中止し、代わりに食育懇

談会を行います。

食育懇談会では、簡単な調理実演を行い、給食

での調理方法の紹介や、普段の給食についてもお

話をします。聞きたいことや知りたいことがあれ

ば、お気軽にご質問くださいね！

○ 内容 簡単調理実演「圧力鍋を使おう」

（かぼちゃのポタージュを作ります。）

☆ 今月の予定

あお組保護者様対象です。

①10月12日（月）12：30～13：00

②10月23日（金）12：30～13：00

☆ 他クラスの日程は、担任よりお知らせ

します。

★ お楽しみ給食 ★

「ハロウィン」

★ 地元のおやさい使っています！
（普賢寺ふれあいの駅より納品）

精白米 すりみそ えだまめ

旬の食材＜えだまめ＞

カルシウム、鉄、

ビタミンＢ１，Ｂ２が

多いよ！


