
10時のおやつ 10時のおやつ

（3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児 （3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児

ジャージャーめん 中華めん ぶたひき肉 たまねぎ エネルギー 464 Kcal 509 Kcal ご飯 精白米 めかじき あおのり エネルギー 482 Kcal 543 Kcal

ブロッコリーサラダ 調合油 赤色辛みそ にんじん ツナ昆布 たんぱく質 18.1ｇ 19.3ｇ かじきのお好み焼き 薄力粉 削り節 こまつな 揚げパン たんぱく質 21.0ｇ 23.1ｇ

卵とチンゲン菜のスープ 三温糖 鶏卵 乾しいたけ おにぎり 脂  質 13.8 ｇ 13.5 ｇ 小松菜と油揚げの煮浸し 調合油 油揚げ にんじん 脂  質 17.0 ｇ 17.8 ｇ

果物 ごま油 まぐろ油漬缶詰(白) だいずもやし 豆腐とわかめ味噌汁 いりごま 木綿豆腐 カットわかめ 牛乳

精白米 くだもの 麦茶 果物 マヨネーズ 淡色辛みそ くだもの

三温糖

カレーピラフ 精白米 鶏ひき肉 たまねぎ エネルギー 507 Kcal 561 Kcal チキンカツバーガー コッペパン 鶏もも キャベツ エネルギー 505 Kcal 610 Kcal

カリカリベーコンサラダ 有塩バター ベーコン にんじん フレンチ たんぱく質 16.6ｇ 17.5ｇ 大根とツナのサラダ ソフトマーガリン 鶏卵 トマトケチャプ かっぱ巻き たんぱく質 18.5ｇ 20.0ｇ

じゃがいものスープ 調合油 鶏卵 コーン缶詰粒 トースト 脂  質 16.1 ｇ 16.5 ｇ 人参ポタージュ マヨネーズ まぐろ油漬缶詰 だいこん 脂  質 19.8 ｇ 29.0 ｇ

果物 三温糖 マッシュルーム 薄力粉 生クリーム きゅうり 麦茶

じゃがいも キャベツ 牛乳 パン粉 にんじん

食パン くだもの 調合油 たまねぎ

豚玉丼 精白米 ぶたロース たまねぎ エネルギー 520 Kcal 605 Kcal ふりかけ玄米ご飯 精白米 さわら くりかぼちゃ エネルギー 494 Kcal 559 Kcal

小松菜とハムのチーズ和え 押麦 鶏卵 こねぎ バナナ たんぱく質 19.6ｇ 21.8ｇ さわらのごまみそ焼き 玄米 淡色辛みそ ミニトマト おから入り たんぱく質 18.7ｇ 20.7ｇ

大根となめこの味噌汁 調合油 ロースハム こまつな ケーキ 脂  質 20.9 ｇ 22.6 ｇ かぼちゃの煮物 三温糖 削り節 ほうれんそう スコーン 脂  質 14.4 ｇ 14.8 ｇ

ミニゼリー 三温糖 プロセスチーズ にんじん ミニトマト いりごま おから えのきたけ

ゼリー 淡色辛みそ だいこん 牛乳 ほうれん草とえのきの清汁 薄力粉 鶏卵 みついしこんぶ 牛乳

薄力粉 なめこ 砂糖 こねぎ

にんじんロールパン ロールパン ぎんざけ キャベツ エネルギー 467 Kcal 517 Kcal ミートソーススパゲティー マカロニ・スパゲティ ぶたひき肉 たまねぎ エネルギー 553 Kcal 654 Kcal

さけのムニエル 薄力粉 ロースハム ブロッコリー わかめ たんぱく質 19.4ｇ 21.0ｇ 白菜のフレンチサラダ 有塩バター 牛ひき肉 にんじん ハロウィン たんぱく質 18.4 ｇ 20.5 ｇ

キャベツとたまごのサラダ 調合油 鶏卵 かぶ おにぎり 脂  質 19.3 ｇ 20.3 ｇ じゃがいもと玉ねぎのスープ 調合油 パルメザンチーズ セロリー クッキー 脂  質 21.3 ｇ 23.2 ｇ

かぶとしめじの豆乳スープ 有塩バター 調整豆乳 たまねぎ 果物 三温糖 鶏卵 トマトホール缶詰

精白米 ぶなしめじ 麦茶 じゃがいも パセリ 牛乳

押麦 乾わかめ 薄力粉 くだもの

6日：さつま芋ご飯 精白米 若鶏もも しょうが エネルギー 466 Kcal 515 Kcal ハヤシライス 精白米 ぶたもも たまねぎ エネルギー 521 Kcal 584 Kcal

20日：栗ご飯 さつまいも(6日) 大豆水煮缶詰 にんにく ミルクココア たんぱく質 18.5ｇ 19.9ｇ マカロニサラダ 調合油 ロースハム にんじん きな粉 たんぱく質 18.1 ｇ 19.3 ｇ

鶏肉の塩唐揚げ くり(20日) 焼き竹輪 乾ひじき ゼリー 脂  質 13.3 ｇ 13.0 ｇ キャベツと玉ねぎのスープ マカロニ 豆乳 マッシュルーム 蒸しパン 脂  質 18.3 ｇ 19.1 ｇ

五目ひじき 片栗粉 木綿豆腐 にんじん エネルギー 464 Kcal 513 Kcal マヨネーズ 大豆きな粉 きゅうり

豆腐とえのきの味噌汁 調合油 淡色辛みそ さやいんげん おせんべい たんぱく質 18.6ｇ 20.0ｇ キャベツ 牛乳

果物 板こんにゃく ゼラチン 果物 脂  質 13.3 ｇ 13.0 ｇ

カレーうどん ゆでうどん ぶたもも 長ねぎ エネルギー 488 Kcal 578 Kcal

里芋の煮付 三温糖 削り節 にんじん 五平もち たんぱく質 16.3ｇ 19.7ｇ

キャンディーチーズ 有塩バター チーズ ほうれんそう 脂  質 12.6 ｇ 15.3 ｇ

果物 片栗粉 淡色辛みそ 生しいたけ 牛乳

さといも みついしこんぶ

精白米 さやいんげん

ご飯 精白米 さば しょうが エネルギー 462 Kcal 513 Kcal

さばの味噌煮 三温糖 淡色辛みそ ほうれんそう ロック たんぱく質 17.2ｇ 18.3ｇ

ほうれん草と竹輪のおかかあえ 片栗粉 焼き竹輪 りょくとうもやし ビスケット 脂  質 15.7 ｇ 16.0 ｇ

かき卵汁 薄力粉 かつお節 にんじん

無塩バター 鶏卵 切りみつば 牛乳

砂糖 削り節 えのきたけ

マーボー豆腐丼 精白米 木綿豆腐 長ねぎ エネルギー 509 Kcal 604 Kcal

キャベツとハムのサラダ 押麦 ぶたひき肉 にんじん マカロニ たんぱく質 19.4ｇ 22.4ｇ

わかめとコーンのスープ 調合油 淡色辛みそ にら あべかわ 脂  質 17.2 ｇ 18.4 ｇ

ヨーグルト 三温糖 ロースハム にんにく

片栗粉 きな粉 しょうが 牛乳

ごま油 ヨーグルト キャベツ

チキンドリア 精白米 若鶏むね たまねぎ エネルギー 501 Kcal 573 Kcal

キャベツのごまドレッシングサラダ 有塩バター プロセスチーズ 赤ピーマン スイート たんぱく質 16.4ｇ 15.0ｇ

ほうれん草とベーコンのスープ 調合油 パルメザンチーズ パセリ ポテト 脂  質 21.1 ｇ 24.0 ｇ

果物 薄力粉 ベーコン キャベツ

パン粉 生クリーム きゅうり 牛乳

いりごま 卵黄 くだもの
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※材料の都合により、変更することがあります。
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10月の旬の食材

新米 さつまいも きのこ類 巨峰 梨 秋刀魚 鮭 鯖 鰹 栗

※実りの季節の始まりです。さつま芋はビタミンＣやカリウムが豊富です。脂ののった魚には、体を温める効果があります♪

保育園では、園長先生の畑で、さつまいもほりなどの秋の収穫物に触るも機会を楽しみます♪

『命をいただく』という意味

も込められた『いただきます』

のように、食事の挨拶をするこ

とは大切です。言葉の意味が分

からない赤ちゃんでも、けじめ

として『食事の時間』を感じら

れるようになります。

正しい姿勢で食事ができるように、食事環境を見

直してみましょう。テーブルやイスの高さが合って

いないと足をブラブラしてしまうなど、食事に集中

できません。足の下に台を置くなどして、ふらつか

ないようにします、また、子どもの視野におもちゃ

など気になるものが入らないように片付けることも

大切です。

実りの秋、食欲の秋です。一年中で一番食べ物がおいしい季節です。子どもの頃から

食べ物の旬を知り、旬の恵みを味わうことは、豊かな感性や味覚形成にとても重要なこ

とです。また、この機会にもう一度、食事の正しい姿勢とあいさつを見直し、楽しく秋

の旬を味わいましょう♪ぜひ、お家でも旬の食材を取り入れてみてください。


