
　

　　　

2日 （土） 布団乾燥 １８日 （火） 0・1・2才運動会ごっこ（雨天時２５日に延期）

3日 （月 ） 運動会リハーサル（３・４・５才） １９日 （水） 体育指導　

（雨天時4日に延期） ２０日 （木） 絵本・納入袋配布　/　身体測定

5日 （水） 体育指導　 絵画教室（２・３才）

8日 （土） 第４7回運動会（３・４・５才） ２１日 （金） バス遠足（3・４・５才はお弁当持参）

9日 （日） 運動会予備日 ２４日 （月） 誕生会

１０日 （月） スポーツの日 ２７日 （木） 芋ほり（３才園庭）

１２日 （水） 体育指導　 絵画教室（４・５才）

１３日 （木） 歯科検診 ２８日 （金） お芋ほり（４・５才　石川園）

１４日 （金） 避難訓練（予告なし） 雨天時31日に延期

１５日 （土） 布団乾燥 リトミック（1・２・３才）

１７日 （月） 英語教室 31日 （月） 園だより・献立表配信

た ん ぽ ぽ ―季節の変化や気温差に留意しながら健康に過ごす。
戸外遊びを通して秋の自然に触れる。

も　    　　も ―秋の自然に触れながら、身体を動かし戸外遊びを楽しむ。
簡単な身の周りの事を自分でしようとする。

ちゅうりっぷ ―

さ 　 く 　 ら ―運動会に楽しく参加し、やり遂げた充実感を味わう。
秋の自然に触れ季節の変化に興味を持つ。

ひ ま わ り ―散歩を通して秋の自然に触れ、季節の変化や
自然に興味をもつ。
友達と楽しく行事に参加し、意欲的に取り組む。

ゆ　　　　り ―運動会練習を通して友達との関わりを深め、
共通の目的を持って活動する。
季節の変化に興味を持ち、発見や調べものを楽しみながら
遊びの中で関心を深める。

運動会ごっこに楽しく参加する。
秋の自然に触れ、身体を動かして元気に遊ぶ。
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10月の行事予定

今月の保育目標

●さくらメールや、貼りだしのお知らせは必

ず目を通し、ご確認ください。

●朝夕と日中の気温差があるので、調節し
やすい衣類をご用意ください。

●持ち物には記名を忘れずにお願いします。

●絵本代・給食費・ノート代は、お釣りのない
様にご用意ください。

お知らせとお願い

毎日少しずつ、本格的な秋が近づいてきているのを感じてい
ます。周りの木々、風や雲の変化も見え始め、深まっていく
秋を観察するのが楽しみですね。
10月は、運動会、遠足、お芋ほりと楽しい行事がたくさんあ
ります。気温差の大きい季節でもありますので、体調を崩さ
ないように気を付けていきましょう。

３・４・５才児 遠足のおしらせ

１０月２１日（金）市川動植物園 雨天時
鳥の博物館＆プラネタリュウムを予定し
ております。

当日はお弁当のご用意をお願いいたし

ます。
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９月に入り運動会の練習もがんばって取り組んでい

るさくら組です。補修工事中は支援室での生活に不

自由ながらもしっかり順応して過ごしてくれました。

お部屋移動ありがとうございました。

10月はいよいよ運動会、おゆうぎの他、大きなバ

ルーンも使って披露する予定です。かわいい子ども

達の姿を発表できるのが楽しみです。

バス遠足や、お芋ほり等の行事も良い経験になりま

すように。
体調に気を付けながら無理なく楽しく過ごしていき
たいと思います。

さ く ら組（３才児）

だんだんと過ごしやすくなってきましたね。10月は、
「食欲の秋」 「読書の秋」 「スポーツの秋」に適した時
期ですね。スポーツの秋と言えば…運動会ごっこ!!運動
会の練習のお遊戯では、曲が流れると笑顔で楽しく踊
る子どもたちです。まだ、練習を始めたばかりですが、
先生の話をよく聞き子どもたちなりに一生けんめい隊
形移動の練習をしています。少々固まる姿もみられま
すが、ちゅうりっぷ組らしく可愛い姿を暖かく見守ってく
ださい。

気温差もあり、体調を崩しやすい時期になりますので

引き続き体調管理に気をつけ、秋を感じながら元気に

過ごしていきたいです。

ちゅうりっぷ組（２才児）

過ごしやすい日が多くなってきました。食欲の秋の

言葉通り「食べたい」と意欲たっぷりの子ども達。ス

プーンを握ってご飯をすくおうとしたり、好きなメ

ニューをあっという間に間食したりと食べる事も一生

懸命です。

お部屋ではふれあい遊び「バスにのって」「きゅうり

ができた」の曲に合わせて身体を揺らしたり自由に

表現することを楽しんでいます。10月はたんぽぽ組

初めての運動会ごっこの練習を楽しんで行っていま

す。

これから昼夜の気温差がある季節なので健康面に

は十分気を付けて過ごしていきたいと思います。

たんぽぽ組（０才児）

も も組（１才児）

風が気持ちよく、少しずつ秋らしさを感じるようにな
りました。こども達は毎日運動会の練習を頑張って
います。大好きな旗体操は歌を覚え、遊びながら
歌っている子も多いです。自由遊びの時間に音楽を
流すと、部屋の端のほうで、黙々と、自主練をしてい
る姿もあり、その姿がとても可愛く微笑ましいです。
もう一つのお遊戯も楽しい音楽なので、ひまわりさ
んらしく、元気に楽しく練習しているので、楽しみにし
ていてください！気温差が大きく体調を崩しやすくな
るので、引き続き体調管理に気をつけて過ごし、い
ろいろな行事に楽しく参加していきたいと思います。

ひまわり組（４才児）

朝・夕は少し肌寒くなり、段々と秋らしくなってきました

ね。子ども達は今、運動会に向けて毎日練習に励ん

でいます。組体操では、一人技から二人・三人・四人

技と一つ一つの技を小さな身体で力を振り絞り、一生

懸命頑張って取り組んでいます。友達と協力する姿

には、練習からつい目頭が熱くなってしまう日々です。

お遊戯も早い動きや格好い動きをみんなでそろえよう

と張り切って練習してくれています。保育園最後の運

動会、最年長としてどんな姿を見せてくれるのか今か

ら楽しみですね。当日までの間、引き続き子ども達の

応援をよろしくお願い致します。

今月は運動会の他、お芋ほりやバス遠足等行事が

盛り沢山です。

ゆ り組（５才児）

残暑もまだ厳しいようですが、ふとしたところに秋の
気配が感じられます。お散歩に行くと、どんぐりを見
つけて拾ったり、落ち葉を踏み、感触や音を楽しみな
がら、秋の訪れを感じているもも組さんです。
運動会ごっこに向けての練習では、ゴールに向かっ
て楽しそうに走っている姿が、とても可愛らしく、運動
遊びでは、小さな身体を目一杯動かしながら、一生
懸命に取り組んでいます。今後も、子ども達のやる気
を大切にしながら頑張っていきたいと思います。日々
の気温の変化に気を配りながら、子ども達と、無理の
ないように元気に過ごしていきたいと思います。
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ほけんだより

今月の給食レシピ

子どもの目は毎日発達していて 両目の視力機能は６歳頃にほぼ完成すると言われています。

その後の視力が低下するのは 幼い頃の姿勢や体の動かし方が関係しているそうです。

自然の中で十分に遊ばせ 外の景色をたくさん見せることでお子さまの視力を育てていきましょう。

こんな見方は注意信号！
●テレビや絵本に近づいて見る

●明るい戸外でまぶしがる
●目を細めて見る

●上目遣いに物を見る
●目つきが悪い、目が寄っている
●見る時に首を曲げたり、頭を傾けたりする

このような症状が見られると斜視や弱視の
可能性が考えられます。
子どもは視力が悪いことを自覚出来ない
ため このような症状がないか普段から気
にかけて見るようにして下さい。

マセドアンサラダ

材料

じゃがいも・・・１個
人参・・・１/２個
胡瓜・・・１/２個

ハム・・・2枚
チーズ・・・20ｇ（ＱＢＢﾍﾞﾋﾞｰﾁｰｽﾞ2個くら
い）

塩胡椒・・・適量
マヨネーズ・・・大さじ３～４

作り方

①材料を全て１cm程のさいの目
切りにする。
②じゃがいも、人参をレンジで加
熱する。
③じゃがいもと人参が冷めたら、
他の食材、塩胡椒、マヨネーズを
一緒に和える。



E：エネルギーP：蛋白質F：脂質
日 栄養価 日 栄養価
曜 未満児　以上児 曜 未満児　以上児

1 親子丼 鶏肉、卵、ねぎ、しめじ Ｅ　２２３/２７９ 牛乳 17 チャーハン 焼豚、万ねぎ、卵、ナルト Ｅ　２３６/２９６ 牛乳

すまし汁 舞茸、玉葱 Ｐ　１１．７/１４．６ ビスケット ﾁｰｽﾞ入りﾄﾏﾄｻﾗﾀﾞ キャベツ、トマト、チーズ Ｐ　８．２/１０．３ クッキー

土 万ねぎ、豆腐 Ｆ　３．５/４．４ せんべい 月 オニオンスープ わかめ、玉葱、コンソメ Ｆ　６．０/７．５ せんべい

食塩　　１．４ 食塩　　１．４ 小魚(3～5歳）

2 18 発芽玄米ごはん のりたま、ｶﾗｽｶﾚｲ、りんご Ｅ　２５４/３１８ 牛乳　　

魚のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ焼き 片栗粉、蓮根、ｷｬﾍﾞﾂ Ｐ　１０．７/１３．３

日 火 れんこんサラダ 人参、ﾊﾑ、ごま、ﾏﾖﾈｰｽﾞ Ｆ　４．８/５．９ マカロニあべかわ

みそ汁 大根、えのき 食塩　　１．４

3 ごはん 鶏肉、生姜、にんにく Ｅ　３７９/４７５ 麦茶 19 カレーライス 豚肉、じゃがいも、人参 Ｅ　３６２/４５４ 牛乳

鶏の甘辛唐揚げ 小麦粉、片栗粉 Ｐ　１２．９/１６．３ ヨーグルト キャベツの甘酢和え 玉葱、カレールウ、ツナ Ｐ　９．２/１１．５

月 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ﾌﾟﾁﾄﾏﾄ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ､ﾌﾟﾁﾄﾏﾄ､ﾏﾖﾈｰｽﾞ Ｆ　１５．１/１８．９ せんべい 水 すまし汁　　 キャベツ、小松菜、豆腐 Ｆ　１１．５/１４．３ ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾁｰｽﾞｻﾝﾄﾞ

みそ汁 大根、えのき 食塩　　１．６ 　　　　　　　バナナ 食塩　　２．２

4 発芽玄米ごはん のりおかか、ｶﾗｽｶﾚｲ Ｅ　２５３/３１７ 牛乳　 20 さんまごはん さんま、生姜 Ｅ　３１１/３８９ 麦茶

魚の利久焼き 白ごま、ほうれん草 Ｐ　１２．４/１５．４ サブレ 青菜の豆腐和え ほうれん草、豆腐、ごま Ｐ　１０．７/１３．２ ヨーグルト

火 ほうれん草のおかか和え 人参、もやし、鰹節 Ｆ　４．７/５．９ せんべい 木 みそ汁 ごま油、わかめ、ねぎ Ｆ　９．６/１２．１ せんべい

みそ汁　　オレンジ キャベツ、油揚げ 食塩　　１．４ 小魚(3～5歳） 　　　　　　オレンジ 食塩　　１．７

5 スタミナ丼 豚肉、ニラ、玉葱、しめじ Ｅ　２８１/３５２ 牛乳　 21 牛乳

胡瓜の華風和え 人参、生姜、にんにく、片栗粉 Ｐ　１２．５/１５．５ クラッカー

水 みそ汁 ごま油、わかめ、胡瓜、もやし Ｆ　６．９/８．５ ウインナーパン 金 煮込みうどん せんべい

ごま、コーン、、豆腐、ねぎ 食塩　　２．３ かぼちゃの甘煮 小魚(3～5歳）

6 ゆかりごはん ゆかり、豚肉、じゃがいも Ｅ　２５６/３２１ 牛乳 22 焼肉丼 豚肉、キャベツ、玉葱 Ｅ　２０４/２５４ 牛乳

肉じゃが 人参、玉葱、しらたき Ｐ　８．８/１１．２ すまし汁　　 生姜、チンゲン菜、豆腐 Ｐ　５．３/６．６ ビスケット

木 小松菜とﾊﾑのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え 小松菜、ﾊﾑ、卵、ごま油 Ｆ　７．８/９．８ ﾊﾞﾀｰｽﾃｨｯｸﾊﾟﾝ 土 Ｆ　３．７/４．６ せんべい

みそ汁 大根、えのき 食塩　　１．４ 食塩　　１．２

7 焼きそば 中華麺、豚肉、ｷｬﾍﾞﾂ、人参 Ｅ　２６１/３２６ 牛乳 23
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごま酢和え もやし、ﾋﾟｰﾏﾝ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ Ｐ　８．８/１１．２ クッキー

金 すまし汁 竹輪、ごま Ｆ　７．８/９．８ せんべい 日
　　　　　　　バナナ ニラ、卵 食塩　　１．４ 小魚(3～5歳）

8 24 ごはん 豚肉、豆腐、ひじき、人参 Ｅ　３０８/３８６ 牛乳

ひじき入りてりやきﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ いんげん、卵、パン粉 Ｐ　１０．３/１３．１ サブレ

土 月 ポパイサラダ ほうれん草、えのき Ｆ　７．０/８．７　 せんべい

みそ汁　　ヤクルト キャベツ、油揚げ 食塩　　１．７ 小魚(3～5歳）

9 25 鮭寿司 紅鮭、胡瓜、卵、ごま Ｅ　２７６/３４４ 牛乳（2～5歳）

スパゲティサラダ 海苔、ｻﾗｽﾊﾟ、りんご、ﾊﾑ Ｐ　８．６/１０．９ サイダーゼリー

日 火 なめこ汁 ﾏﾖﾈｰｽﾞ、みかん缶 Ｆ　８．５/１０．８　 麦茶（０．１歳）

なめこ、豆腐、ねぎ 食塩　　０．８ ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい

10 26 麻婆豆腐丼 豚肉、豆腐、人参、椎茸、玉葱 Ｅ　３３４/４１８ 牛乳

もやしサラダ 生姜、にんにく、味噌、ごま油 Ｐ　１２．１/１５．２

月 水 春雨スープ もやし、胡瓜、卵、春雨 Ｆ　９．９/１２．３ ぶどうパン

　　　　　　　　　柿　 食塩　　１．５

11 雑穀米ごはん のりたま、鮭、塩麹 Ｅ　２６４/３３１ 牛乳 27 コーンバターライス ｺｰﾝ缶、ﾊﾞﾀｰ、ｺﾝｿﾒ、鶏肉 Ｅ　２６８/３３６ 牛乳

鮭の塩こうじ焼き 切干大根、人参、胡瓜 Ｐ　１２．６/１５．９ クラッカー タンドリーチキン にんにく、ｶﾚｰ粉、ｿｰｽ Ｐ　９．８/１２．３

火 切干大根のｻﾗﾀﾞ ツナ、マヨネーズ、ごま Ｆ　６．２/７．８ せんべい 木 トマトサラダ ｹﾁｬｯﾌﾟ、ﾖｰｸﾞﾙﾄ、ｷｬﾍﾞﾂ Ｆ　７．２/８．７ ぱりぱりｶﾙｼｳﾑ

みそ汁 わかめ、ねぎ 食塩　　１．２ 小魚(3～5歳） みそ汁 ﾄﾏﾄ、胡瓜、大根、えのき 食塩　　１．４

12 ツナごはん ツナ、豚肉、ほうれん草 Ｅ　２４３/３０３ 牛乳 28 ロールサンド ﾛｰﾙﾊﾟﾝ、ﾊﾑ、ﾁｰｽﾞ、ﾏﾖﾈｰｽﾞ Ｅ　３９１/４８９ 牛乳

豚肉とほうれん草の トマト、ごま油 Ｐ　８．７/１０．９ （ﾊﾑﾁｰｽﾞ、ｼﾞｬﾑ） いちごｼﾞｬﾑ、鶏肉、ほうれん草 Ｐ　１１．８/１４．９ クッキー

水 　　　　　和風サラダ キャベツ、油揚げ Ｆ　５．０/６．３ バナナケーキ 金 秋野菜のシチュー 人参、玉葱、しめじ、さつま芋 Ｆ　１３．５/１６．９ せんべい

みそ汁　　オレンジ 食塩　　１．７ 　　　　　　　バナナ 牛乳、ｼﾁｭｰﾙｳ 食塩　　１．５ 小魚(3～5歳）

13 ごはん 鶏肉、筍、蓮根、大根 Ｅ　２１６/２７１ 牛乳（2～5歳） 29 中華丼 豚肉、白菜、人参、玉葱 Ｅ　２２８/２８４ 牛乳

筑前煮 人参、干しｼｲﾀｹ、蒟蒻 Ｐ　７．５/９．４ バニラババロア すまし汁 舞茸、うずらの卵 Ｐ　８．０/１０．０ クラッカー

木 わかめの酢の物 わかめ、カニカマ、胡瓜 Ｆ　６．８/８．４ 麦茶（０．１歳） 土 豆腐、チンゲン菜 Ｆ　４．４/５．５ せんべい

みそ汁　　バナナ 豆腐、ねぎ 食塩　　１．５ ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい 食塩　　１．０

14 ナポリタン ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ、人参、ﾋﾟｰﾏﾝ Ｅ　２６１/３２６ 牛乳 30
コーンサラダ 玉葱、ﾄﾏﾄ缶、ｹﾁｬｯﾌﾟ Ｐ　７．６/９．５ ビスケット

金 たまごスープ にんにく、ﾍﾞｰｺﾝ、ｷｬﾍﾞﾂ Ｆ　６．８/８．４ せんべい 日
胡瓜、ｺｰﾝ、卵、ねぎ、ｺﾝｿﾒ 食塩　　２．２ 小魚(3～5歳）

15 煮込みうどん うどん、ねぎ、しめじ Ｅ　１６６/２０８ 牛乳 31 わかめごはん わかめ、鶏肉、レモン Ｅ　２６１/３２５ 牛乳

さつまいもの甘煮 舞茸、ほうれん草 Ｐ　５．４/６．７ サブレ 鶏のレモン醤油かけ 生姜、片栗粉 Ｐ　１４．８/１８．５ おばけマシュマロと

土 油揚げ、さつまいも Ｆ　３．２/４．０ せんべい 月 小松菜のじゃこ和え 小松菜、人参、じゃこ Ｆ　４．４/５．３ ココアのマフィン

食塩　　１．２ 小魚(3～5歳） みそ汁 ごま油、キャベツ、油揚げ 食塩　　２．２

16

日 ※ は新メニューになります。

※果物は仕入れの状況により、ない日もありますが栄養量の不足はありません。
※おやつのお菓子は塩分や硬さ等年齢に対応したものを提供しています。
※栄養価表示について、未満児→0～2歳児、以上児→3～5歳児を表しています。また食塩の数値は以上児のものです。
※午後のおやつが市販品の日は、3歳児以上に小魚が提供されます。

　 【血液をサラサラにするさんま】
さんまには血液をサラサラにする成分であるＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸）とＤＨＡ（エイコサペンタエン酸）が多く含まれています。
塩焼き、生姜煮、炊き込みご飯、蒲焼きなどで味わってみて下さい。

ス　ポ　ー　ツ　の　日

第　４　７　回　運　動　会

(4年9月30日)
金ケ作保育園

１０月　給食予定献立表

おやつ献　　立 材　　料 おやつ 献　　立 材　　料

バス遠足　　　３～５歳児・・・お弁当持参

　　　 ０～２歳児・・・給食あり



日 中期 日 中期
後期 後期

曜 午後おやつ 午後おやつ 曜 午後おやつ 午後おやつ

1 親子丼 17 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、キャベツ チャーハン
すまし汁 人参煮 鶏肉と野菜の煮物 トマト、醤油、砂糖 ﾁｰｽﾞ入りﾄﾏﾄｻﾗﾀﾞ

土 月 じゃがいも煮 オニオンスープ 玉葱、わかめ、ｺﾝｿﾒ オニオンスープ　

牛乳　ﾋﾞｽｹｯﾄ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　せんべい 牛乳　ｸｯｷｰ、せんべい

2 18 お粥 お粥（軟飯） カラスカレイ、キャベツ 発芽玄米ごはん　みそ汁
玉葱煮 白身魚と野菜の煮物 人参、醤油、砂糖 魚のバーベキュー焼き

日 火 南瓜煮 みそ汁（豆腐、ねぎ） 煮干、鰹節、味噌 れんこんｻﾗﾀﾞ　みそ汁
野菜スープ ヨーグルト　ｸｯｷｰ 豆腐、ねぎ 牛乳　マカロニあべかわ

3 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ごはん 19 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、じゃがいも カレーライス
人参煮 鶏肉と野菜の煮物 トマト、醤油、砂糖 鶏の甘辛唐揚げ ほうれん草煮 鶏肉と野菜の煮物 人参、玉葱、醤油 キャベツの甘酢和え

月 じゃがいも煮 みそ汁（キャベツ） 煮干、鰹節、味噌 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ﾌﾟﾁﾄﾏﾄ　みそ汁 水 さつまいも煮 すまし汁（わかめ、えのき） 砂糖、鰹節、煮干 すまし汁　バナナ

野菜スープ ヨーグルト　せんべい キャベツ 麦茶　ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　食パン わかめ、えのき 牛乳　ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾁｰｽﾞｻﾝﾄﾞ

4 お粥 お粥（軟飯） ｶﾗｽｶﾚｲ、ほうれん草 発芽玄米ごはん　みそ汁 20 お粥 お粥（軟飯） 鮭、ほうれん草、豆腐 さんまごはん
玉葱煮 白身魚と野菜の煮物 人参、もやし、醤油 魚の利休焼き　オレンジ 人参煮 白身魚と野菜の煮物 醤油、砂糖 青菜の豆腐和え

火 南瓜煮 みそ汁（キャベツ） 砂糖、煮干、鰹節 ほうれん草のおかか和え　木 じゃがいも煮 みそ汁（大根） 鰹節、煮干、味噌 みそ汁　オレンジ

野菜スープ ヨーグルト　ｸｯｷｰ 味噌、キャベツ 牛乳　ｻﾌﾞﾚ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　せんべい 大根 麦茶　ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい

5 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、ｷｬﾍﾞﾂ、人参 スタミナ丼 21 お粥 煮込みうどん うどん、鶏ひき肉、ねぎ 煮込みうどん
ほうれん草煮 鶏肉と野菜の煮物 玉葱、しめじ、醤油 胡瓜の華風和え 玉葱煮 かぼちゃの甘煮 ねぎ、しめじ、舞茸 かぼちゃの甘煮

水 さつまいも煮 みそ汁（豆腐、ねぎ） 砂糖、鰹節、煮干 みそ汁 金 南瓜煮 醤油、鰹節、煮干

野菜スープ ヨーグルト　せんべい 味噌、豆腐、ねぎ 牛乳　ウインナーパン 野菜スープ ヨーグルト　ﾋﾞｽｹｯﾄ 南瓜、砂糖 牛乳　ｸﾗｯｶｰ、せんべい

6 お粥 お粥（軟飯） 鮭、ｷｬﾍﾞﾂ、人参 ゆかりごはん 22 焼肉丼
人参煮 鶏肉と野菜の煮物 醤油、砂糖 肉じゃが　みそ汁 すまし汁

木 じゃがいも煮 みそ汁（大根、えのき） 鰹節、煮干、味噌 小松菜とﾊﾑのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え 土
野菜スープ ヨーグルト　食パン 大根、えのき 牛乳　ﾊﾞﾀｰｽﾃｨｯｸﾊﾟﾝ 牛乳　ﾋﾞｽｹｯﾄ、せんべい

7 お粥 煮込みうどん うどん、鶏ひき肉 焼きそば 23
玉葱煮 煮魚 人参、ｷｬﾍﾞﾂ、もやし ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごま酢和え

金 南瓜煮 鰹節、煮干、醤油 すまし汁　バナナ 日
野菜スープ ヨーグルト　せんべい カラスカレイ、砂糖 牛乳　ｸｯｷｰ、せんべい

8 24 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、豆腐、人参 ごはん
玉葱煮 鶏肉と野菜の煮物 ほうれん草、えのき ひじき入りてりやきﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ

土 月 南瓜煮 みそ汁（キャベツ） 醤油、砂糖、鰹節 ﾎﾟﾊﾟｲｻﾗﾀﾞ　みそ汁　

野菜スープ ヨーグルト　　ﾋﾞｽｹｯﾄ 煮干、味噌、キャベツ 牛乳　ｻﾌﾞﾚ、せんべい

9 25 お粥 お粥（軟飯） 鮭、醤油、砂糖 鮭寿司

ほうれん草煮 白身魚と野菜の煮物 じゃが芋、塩 スパゲティサラダ

日 火 さつまいも煮 なめこ汁 煮干、鰹節、味噌 なめこ汁
野菜スープ ヨーグルト　せんべい なめこ、豆腐、ねぎ 麦茶　ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい

10 26 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、豆腐、人参 麻婆豆腐丼
人参煮 鶏肉と野菜の煮物 椎茸、玉葱、醤油 もやしサラダ　

月 水 じゃがいも煮 春雨スープ 砂糖、鰹節、煮干 春雨スープ　柿
野菜スープ ヨーグルト　食パン 春雨 牛乳　ぶどうパン

11 お粥 お粥（軟飯） 鮭、切干大根、人参 雑穀米ごはん 27 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、キャベツ コーンバターライス
玉葱煮 鶏肉と野菜の煮物 醤油、砂糖 鮭の塩こうじ焼き 玉葱煮 鶏肉と野菜の煮物 トマト、醤油、砂糖 タンドリーチキン

火 南瓜煮 みそ汁（わかめ、ねぎ） 煮干、鰹節、味噌 切干大根のｻﾗﾀﾞ　みそ汁 木 南瓜煮 みそ汁（大根、えのき） 鰹節、煮干、味噌 トマトサラダ　みそ汁
野菜スープ ヨーグルト　せんべい わかめ、ねぎ 牛乳　ｸﾗｯｶｰ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　せんべい 大根、えのき 牛乳　ぱりぱりｶﾙｼｳﾑ

12 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、ほうれん草 ツナごはん 28 お粥 食パン（パン粥） 食パン、粉ミルク ロールサンド
玉葱煮 白身魚と野菜の煮物 トマト、醤油、砂糖 豚肉とほうれん草の和風サラダ ほうれん草煮 ポトフ 鶏ひき肉、じゃがいも （ﾊﾑﾁｰｽﾞ、ｼﾞｬﾑ）

水 南瓜煮 みそ汁（キャベツ） 鰹節、煮干、味噌 みそ汁　オレンジ 金 さつまいも煮 人参、玉葱、キャベツ 秋野菜のシチュー

野菜スープ ヨーグルト　ﾊﾞﾅﾅ蒸しﾊﾟﾝ キャベツ 牛乳　バナナケーキ 野菜スープ ヨーグルト　ｸｯｷｰ コンソメ 牛乳　ｸｯｷｰ、せんべい

13 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、人参、筍 ごはん　　筑前煮 29 中華丼
ほうれん草煮 鶏肉と野菜の煮物 醤油、砂糖 わかめの酢の物 すまし汁

木 さつまいも煮 みそ汁（豆腐、ねぎ） 鰹節、煮干、味噌 みそ汁 バナナ 土
野菜スープ ヨーグルト　ﾋﾞｽｹｯﾄ 豆腐、ねぎ 麦茶　ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい 牛乳　ｸﾗｯｶｰ、せんべい

14 お粥 煮込みうどん うどん、鶏ひき肉 ナポリタン 30
人参煮 煮魚 人参、玉葱、ｷｬﾍﾞﾂ コーンサラダ

金 じゃがいも煮 煮干、鰹節、醤油 たまごスープ　 日
野菜スープ ヨーグルト　せんべい カラスカレイ、砂糖 牛乳　ﾋﾞｽｹｯﾄ、せんべい

15 煮込みうどん 31 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、小松菜 わかめごはん
さつまいもの甘煮 人参煮 鶏肉と野菜の煮物 人参、醤油、砂糖 鶏のﾚﾓﾝ醤油かけ

土 月 じゃがいも煮 すまし汁（大根、えのき） 鰹節、煮干、味噌 小松菜のじゃこ和え　みそ汁

牛乳　ｻﾌﾞﾚ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　　せんべい 大根、えのき 牛乳　おばけﾏｼｭﾏﾛとｺｺｱのﾏﾌｨﾝ

16
※ は新メニューです。

日

※果物は仕入れの状況により、ない日もありますが栄養量の不足はありません。

※おやつのお菓子は塩分や硬さ等年齢に対応したものを提供しています。

※コンソメはアレルギー材料不使用無添加コンソメを使用しています。

※離乳食初期は月齢に合わせた内容で提供しています。

第　４　７　回　運　動　会

ス　ポ　ー　ツ　の　日

10月　　離乳食予定献立表　　
(4年9月30日)
金ヶ作保育園

完了期
初期 離乳食・材料

完了期
初期 離乳食・材料



E：エネルギーP：蛋白質F：脂質
日 栄養価 日 栄養価
曜 未満児　以上児 曜 未満児　以上児

1 親子丼 鶏肉、卵、ねぎ、しめじ Ｅ　２２３/２７９ 牛乳 17 チャーハン 焼豚、万ねぎ、卵、ナルト Ｅ　２３６/２９６ 牛乳

すまし汁 舞茸、玉葱 Ｐ　１１．７/１４．６ ビスケット ﾁｰｽﾞ入りﾄﾏﾄｻﾗﾀﾞ キャベツ、トマト、チーズ Ｐ　８．２/１０．３ クッキー

土 万ねぎ、豆腐 Ｆ　３．５/４．４ せんべい 月 オニオンスープ わかめ、玉葱、コンソメ Ｆ　６．０/７．５ せんべい

食塩　　１．４ 食塩　　１．４ 小魚(3～5歳）

2 18 発芽玄米ごはん のりたま、ｶﾗｽｶﾚｲ、りんご Ｅ　２５４/３１８ 牛乳　　

魚のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ焼き 片栗粉、蓮根、ｷｬﾍﾞﾂ Ｐ　１０．７/１３．３

日 火 れんこんサラダ 人参、ﾊﾑ、ごま、ﾏﾖﾈｰｽﾞ Ｆ　４．８/５．９ マカロニあべかわ

みそ汁 大根、えのき 食塩　　１．４

3 ごはん 鶏肉、生姜、にんにく Ｅ　３７９/４７５ 麦茶 19 カレーライス 豚肉、じゃがいも、人参 Ｅ　３６２/４５４ 牛乳

鶏の甘辛唐揚げ 小麦粉、片栗粉 Ｐ　１２．９/１６．３ ヨーグルト キャベツの甘酢和え 玉葱、カレールウ、ツナ Ｐ　９．２/１１．５

月 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ﾌﾟﾁﾄﾏﾄ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ､ﾌﾟﾁﾄﾏﾄ､ﾏﾖﾈｰｽﾞ Ｆ　１５．１/１８．９ せんべい 水 すまし汁　　 キャベツ、小松菜、豆腐 Ｆ　１１．５/１４．３ ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾁｰｽﾞｻﾝﾄﾞ

みそ汁 大根、えのき 食塩　　１．６ 　　　　　　　バナナ 食塩　　２．２

4 発芽玄米ごはん のりおかか、ｶﾗｽｶﾚｲ Ｅ　２５３/３１７ 牛乳　 20 さんまごはん さんま、生姜 Ｅ　３１１/３８９ 麦茶

魚の利久焼き 白ごま、ほうれん草 Ｐ　１２．４/１５．４ サブレ 青菜の豆腐和え ほうれん草、豆腐、ごま Ｐ　１０．７/１３．２ ヨーグルト

火 ほうれん草のおかか和え 人参、もやし、鰹節 Ｆ　４．７/５．９ せんべい 木 みそ汁 ごま油、わかめ、ねぎ Ｆ　９．６/１２．１ せんべい

みそ汁　　オレンジ キャベツ、油揚げ 食塩　　１．４ 小魚(3～5歳） 　　　　　　オレンジ 食塩　　１．７

5 スタミナ丼 豚肉、ニラ、玉葱、しめじ Ｅ　２８１/３５２ 牛乳　 21 牛乳

胡瓜の華風和え 人参、生姜、にんにく、片栗粉 Ｐ　１２．５/１５．５ クラッカー

水 みそ汁 ごま油、わかめ、胡瓜、もやし Ｆ　６．９/８．５ ウインナーパン 金 煮込みうどん せんべい

ごま、コーン、、豆腐、ねぎ 食塩　　２．３ かぼちゃの甘煮 小魚(3～5歳）

6 ゆかりごはん ゆかり、豚肉、じゃがいも Ｅ　２５６/３２１ 牛乳 22 焼肉丼 豚肉、キャベツ、玉葱 Ｅ　２０４/２５４ 牛乳

肉じゃが 人参、玉葱、しらたき Ｐ　８．８/１１．２ すまし汁　　 生姜、チンゲン菜、豆腐 Ｐ　５．３/６．６ ビスケット

木 小松菜とﾊﾑのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え 小松菜、ﾊﾑ、卵、ごま油 Ｆ　７．８/９．８ ﾊﾞﾀｰｽﾃｨｯｸﾊﾟﾝ 土 Ｆ　３．７/４．６ せんべい

みそ汁 大根、えのき 食塩　　１．４ 食塩　　１．２

7 焼きそば 中華麺、豚肉、ｷｬﾍﾞﾂ、人参 Ｅ　２６１/３２６ 牛乳 23
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごま酢和え もやし、ﾋﾟｰﾏﾝ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ Ｐ　８．８/１１．２ クッキー

金 すまし汁 竹輪、ごま Ｆ　７．８/９．８ せんべい 日
　　　　　　　バナナ ニラ、卵 食塩　　１．４ 小魚(3～5歳）

8 チーズサンド 食パン、チーズ、苺ジャム Ｅ　２６８/３３８ 牛乳 24 ごはん 豚肉、豆腐、ひじき、人参 Ｅ　３０８/３８６ 牛乳

ジャムサンド コーンスープの素 Ｐ　８．９/１１．１ ビスケット ひじき入りてりやきﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ いんげん、卵、パン粉 Ｐ　１０．３/１３．１ サブレ

土 コーンスープ Ｆ　９．３/１１．６ せんべい 月 ポパイサラダ ほうれん草、えのき Ｆ　７．０/８．７　 せんべい

食塩　　１．５ みそ汁　　ヤクルト キャベツ、油揚げ 食塩　　１．７ 小魚(3～5歳）

9 25 鮭寿司 紅鮭、胡瓜、卵、ごま Ｅ　２７６/３４４ 牛乳（2～5歳）

スパゲティサラダ 海苔、ｻﾗｽﾊﾟ、りんご、ﾊﾑ Ｐ　８．６/１０．９ サイダーゼリー

日 火 なめこ汁 ﾏﾖﾈｰｽﾞ、みかん缶 Ｆ　８．５/１０．８　 麦茶（０．１歳）

なめこ、豆腐、ねぎ 食塩　　０．８ ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい

10 26 麻婆豆腐丼 豚肉、豆腐、人参、椎茸、玉葱 Ｅ　３３４/４１８ 牛乳

もやしサラダ 生姜、にんにく、味噌、ごま油 Ｐ　１２．１/１５．２

月 水 春雨スープ もやし、胡瓜、卵、春雨 Ｆ　９．９/１２．３ ぶどうパン

　　　　　　　　　柿　 食塩　　１．５

11 雑穀米ごはん のりたま、鮭、塩麹 Ｅ　２６４/３３１ 牛乳 27 コーンバターライス ｺｰﾝ缶、ﾊﾞﾀｰ、ｺﾝｿﾒ、鶏肉 Ｅ　２６８/３３６ 牛乳

鮭の塩こうじ焼き 切干大根、人参、胡瓜 Ｐ　１２．６/１５．９ クラッカー タンドリーチキン にんにく、ｶﾚｰ粉、ｿｰｽ Ｐ　９．８/１２．３

火 切干大根のｻﾗﾀﾞ ツナ、マヨネーズ、ごま Ｆ　６．２/７．８ せんべい 木 トマトサラダ ｹﾁｬｯﾌﾟ、ﾖｰｸﾞﾙﾄ、ｷｬﾍﾞﾂ Ｆ　７．２/８．７ ぱりぱりｶﾙｼｳﾑ

みそ汁 わかめ、ねぎ 食塩　　１．２ 小魚(3～5歳） みそ汁 ﾄﾏﾄ、胡瓜、大根、えのき 食塩　　１．４

12 ツナごはん ツナ、豚肉、ほうれん草 Ｅ　２４３/３０３ 牛乳 28 ロールサンド ﾛｰﾙﾊﾟﾝ、ﾊﾑ、ﾁｰｽﾞ、ﾏﾖﾈｰｽﾞ Ｅ　３９１/４８９ 牛乳

豚肉とほうれん草の トマト、ごま油 Ｐ　８．７/１０．９ （ﾊﾑﾁｰｽﾞ、ｼﾞｬﾑ） いちごｼﾞｬﾑ、鶏肉、ほうれん草 Ｐ　１１．８/１４．９ クッキー

水 　　　　　和風サラダ キャベツ、油揚げ Ｆ　５．０/６．３ バナナケーキ 金 秋野菜のシチュー 人参、玉葱、しめじ、さつま芋 Ｆ　１３．５/１６．９ せんべい

みそ汁　　オレンジ 食塩　　１．７ 　　　　　　　バナナ 牛乳、ｼﾁｭｰﾙｳ 食塩　　１．５ 小魚(3～5歳）

13 ごはん 鶏肉、筍、蓮根、大根 Ｅ　２１６/２７１ 牛乳（2～5歳） 29 中華丼 豚肉、白菜、人参、玉葱 Ｅ　２２８/２８４ 牛乳

筑前煮 人参、干しｼｲﾀｹ、蒟蒻 Ｐ　７．５/９．４ バニラババロア すまし汁 舞茸、うずらの卵 Ｐ　８．０/１０．０ クラッカー

木 わかめの酢の物 わかめ、カニカマ、胡瓜 Ｆ　６．８/８．４ 麦茶（０．１歳） 土 豆腐、チンゲン菜 Ｆ　４．４/５．５ せんべい

みそ汁　　バナナ 豆腐、ねぎ 食塩　　１．５ ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい 食塩　　１．０

14 ナポリタン ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ、人参、ﾋﾟｰﾏﾝ Ｅ　２６１/３２６ 牛乳 30
コーンサラダ 玉葱、ﾄﾏﾄ缶、ｹﾁｬｯﾌﾟ Ｐ　７．６/９．５ ビスケット

金 たまごスープ にんにく、ﾍﾞｰｺﾝ、ｷｬﾍﾞﾂ Ｆ　６．８/８．４ せんべい 日
胡瓜、ｺｰﾝ、卵、ねぎ、ｺﾝｿﾒ 食塩　　２．２ 小魚(3～5歳）

15 煮込みうどん うどん、ねぎ、しめじ Ｅ　１６６/２０８ 牛乳 31 わかめごはん わかめ、鶏肉、レモン Ｅ　２６１/３２５ 牛乳

さつまいもの甘煮 舞茸、ほうれん草 Ｐ　５．４/６．７ サブレ 鶏のレモン醤油かけ 生姜、片栗粉 Ｐ　１４．８/１８．５ おばけマシュマロと

土 油揚げ、さつまいも Ｆ　３．２/４．０ せんべい 月 小松菜のじゃこ和え 小松菜、人参、じゃこ Ｆ　４．４/５．３ ココアのマフィン

食塩　　１．２ 小魚(3～5歳） みそ汁 ごま油、キャベツ、油揚げ 食塩　　２．２

16

日 ※ は新メニューになります。

※果物は仕入れの状況により、ない日もありますが栄養量の不足はありません。
※おやつのお菓子は塩分や硬さ等年齢に対応したものを提供しています。
※栄養価表示について、未満児→0～2歳児、以上児→3～5歳児を表しています。また食塩の数値は以上児のものです。
※午後のおやつが市販品の日は、3歳児以上に小魚が提供されます。

　 【血液をサラサラにするさんま】
さんまには血液をサラサラにする成分であるＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸）とＤＨＡ（エイコサペンタエン酸）が多く含まれています。
塩焼き、生姜煮、炊き込みご飯、蒲焼きなどで味わってみて下さい。

１０月　給食予定献立表 （なのはな用幼児食）
(4年9月30日)
金ケ作保育園

献　　立 材　　料 おやつ 献　　立 材　　料 おやつ

ス　ポ　ー　ツ　の　日

バス遠足　　　３～５歳児・・・お弁当持参

　　　 ０～２歳児・・・給食あり



日 中期 日 中期
後期 後期

曜 午後おやつ 午後おやつ 曜 午後おやつ 午後おやつ

1 親子丼 17 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、キャベツ チャーハン
すまし汁 人参煮 鶏肉と野菜の煮物 トマト、醤油、砂糖 ﾁｰｽﾞ入りﾄﾏﾄｻﾗﾀﾞ

土 月 じゃがいも煮 オニオンスープ 玉葱、わかめ、ｺﾝｿﾒ オニオンスープ　

牛乳　ﾋﾞｽｹｯﾄ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　せんべい 牛乳　ｸｯｷｰ、せんべい

2 18 お粥 お粥（軟飯） カラスカレイ、キャベツ 発芽玄米ごはん　みそ汁
玉葱煮 白身魚と野菜の煮物 人参、醤油、砂糖 魚のバーベキュー焼き

日 火 南瓜煮 みそ汁（豆腐、ねぎ） 煮干、鰹節、味噌 れんこんｻﾗﾀﾞ　みそ汁
野菜スープ ヨーグルト　ｸｯｷｰ 豆腐、ねぎ 牛乳　マカロニあべかわ

3 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ごはん 19 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、じゃがいも カレーライス
人参煮 鶏肉と野菜の煮物 トマト、醤油、砂糖 鶏の甘辛唐揚げ ほうれん草煮 鶏肉と野菜の煮物 人参、玉葱、醤油 キャベツの甘酢和え

月 じゃがいも煮 みそ汁（キャベツ） 煮干、鰹節、味噌 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ﾌﾟﾁﾄﾏﾄ　みそ汁 水 さつまいも煮 すまし汁（わかめ、えのき） 砂糖、鰹節、煮干 すまし汁　バナナ

野菜スープ ヨーグルト　せんべい キャベツ 麦茶　ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　食パン わかめ、えのき 牛乳　ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰﾁｰｽﾞｻﾝﾄﾞ

4 お粥 お粥（軟飯） ｶﾗｽｶﾚｲ、ほうれん草 発芽玄米ごはん　みそ汁 20 お粥 お粥（軟飯） 鮭、ほうれん草、豆腐 さんまごはん
玉葱煮 白身魚と野菜の煮物 人参、もやし、醤油 魚の利休焼き　オレンジ 人参煮 白身魚と野菜の煮物 醤油、砂糖 青菜の豆腐和え

火 南瓜煮 みそ汁（キャベツ） 砂糖、煮干、鰹節 ほうれん草のおかか和え　木 じゃがいも煮 みそ汁（大根） 鰹節、煮干、味噌 みそ汁　オレンジ

野菜スープ ヨーグルト　ｸｯｷｰ 味噌、キャベツ 牛乳　ｻﾌﾞﾚ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　せんべい 大根 麦茶　ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい

5 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、ｷｬﾍﾞﾂ、人参 スタミナ丼 21 お粥 煮込みうどん うどん、鶏ひき肉、ねぎ 煮込みうどん
ほうれん草煮 鶏肉と野菜の煮物 玉葱、しめじ、醤油 胡瓜の華風和え 玉葱煮 かぼちゃの甘煮 ねぎ、しめじ、舞茸 かぼちゃの甘煮

水 さつまいも煮 みそ汁（豆腐、ねぎ） 砂糖、鰹節、煮干 みそ汁 金 南瓜煮 醤油、鰹節、煮干

野菜スープ ヨーグルト　せんべい 味噌、豆腐、ねぎ 牛乳　ウインナーパン 野菜スープ ヨーグルト　ﾋﾞｽｹｯﾄ 南瓜、砂糖 牛乳　ｸﾗｯｶｰ、せんべい

6 お粥 お粥（軟飯） 鮭、ｷｬﾍﾞﾂ、人参 ゆかりごはん 22 焼肉丼
人参煮 鶏肉と野菜の煮物 醤油、砂糖 肉じゃが　みそ汁 すまし汁

木 じゃがいも煮 みそ汁（大根、えのき） 鰹節、煮干、味噌 小松菜とﾊﾑのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え 土
野菜スープ ヨーグルト　食パン 大根、えのき 牛乳　ﾊﾞﾀｰｽﾃｨｯｸﾊﾟﾝ 牛乳　ﾋﾞｽｹｯﾄ、せんべい

7 お粥 煮込みうどん うどん、鶏ひき肉 焼きそば 23
玉葱煮 煮魚 人参、ｷｬﾍﾞﾂ、もやし ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごま酢和え

金 南瓜煮 鰹節、煮干、醤油 すまし汁　バナナ 日
野菜スープ ヨーグルト　せんべい カラスカレイ、砂糖 牛乳　ｸｯｷｰ、せんべい

8 チーズサンド 24 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、豆腐、人参 ごはん
ジャムサンド 玉葱煮 鶏肉と野菜の煮物 ほうれん草、えのき ひじき入りてりやきﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ

土 コーンスープ 月 南瓜煮 みそ汁（キャベツ） 醤油、砂糖、鰹節 ﾎﾟﾊﾟｲｻﾗﾀﾞ　みそ汁　

牛乳　ﾋﾞｽｹｯﾄ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　　ﾋﾞｽｹｯﾄ 煮干、味噌、キャベツ 牛乳　ｻﾌﾞﾚ、せんべい

9 25 お粥 お粥（軟飯） 鮭、醤油、砂糖 鮭寿司

ほうれん草煮 白身魚と野菜の煮物 じゃが芋、塩 スパゲティサラダ

日 火 さつまいも煮 なめこ汁 煮干、鰹節、味噌 なめこ汁
野菜スープ ヨーグルト　せんべい なめこ、豆腐、ねぎ 麦茶　ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい

10 26 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、豆腐、人参 麻婆豆腐丼
人参煮 鶏肉と野菜の煮物 椎茸、玉葱、醤油 もやしサラダ　

月 水 じゃがいも煮 春雨スープ 砂糖、鰹節、煮干 春雨スープ　柿
野菜スープ ヨーグルト　食パン 春雨 牛乳　ぶどうパン

11 お粥 お粥（軟飯） 鮭、切干大根、人参 雑穀米ごはん 27 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、キャベツ コーンバターライス
玉葱煮 鶏肉と野菜の煮物 醤油、砂糖 鮭の塩こうじ焼き 玉葱煮 鶏肉と野菜の煮物 トマト、醤油、砂糖 タンドリーチキン

火 南瓜煮 みそ汁（わかめ、ねぎ） 煮干、鰹節、味噌 切干大根のｻﾗﾀﾞ　みそ汁 木 南瓜煮 みそ汁（大根、えのき） 鰹節、煮干、味噌 トマトサラダ　みそ汁
野菜スープ ヨーグルト　せんべい わかめ、ねぎ 牛乳　ｸﾗｯｶｰ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　せんべい 大根、えのき 牛乳　ぱりぱりｶﾙｼｳﾑ

12 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、ほうれん草 ツナごはん 28 お粥 食パン（パン粥） 食パン、粉ミルク ロールサンド
玉葱煮 白身魚と野菜の煮物 トマト、醤油、砂糖 豚肉とほうれん草の和風サラダ ほうれん草煮 ポトフ 鶏ひき肉、じゃがいも （ﾊﾑﾁｰｽﾞ、ｼﾞｬﾑ）

水 南瓜煮 みそ汁（キャベツ） 鰹節、煮干、味噌 みそ汁　オレンジ 金 さつまいも煮 人参、玉葱、キャベツ 秋野菜のシチュー

野菜スープ ヨーグルト　ﾊﾞﾅﾅ蒸しﾊﾟﾝ キャベツ 牛乳　バナナケーキ 野菜スープ ヨーグルト　ｸｯｷｰ コンソメ 牛乳　ｸｯｷｰ、せんべい

13 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、人参、筍 ごはん　　筑前煮 29 中華丼
ほうれん草煮 鶏肉と野菜の煮物 醤油、砂糖 わかめの酢の物 すまし汁

木 さつまいも煮 みそ汁（豆腐、ねぎ） 鰹節、煮干、味噌 みそ汁 バナナ 土
野菜スープ ヨーグルト　ﾋﾞｽｹｯﾄ 豆腐、ねぎ 麦茶　ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい 牛乳　ｸﾗｯｶｰ、せんべい

14 お粥 煮込みうどん うどん、鶏ひき肉 ナポリタン 30
人参煮 煮魚 人参、玉葱、ｷｬﾍﾞﾂ コーンサラダ

金 じゃがいも煮 煮干、鰹節、醤油 たまごスープ　 日
野菜スープ ヨーグルト　せんべい カラスカレイ、砂糖 牛乳　ﾋﾞｽｹｯﾄ、せんべい

15 煮込みうどん 31 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、小松菜 わかめごはん
さつまいもの甘煮 人参煮 鶏肉と野菜の煮物 人参、醤油、砂糖 鶏のﾚﾓﾝ醤油かけ

土 月 じゃがいも煮 すまし汁（大根、えのき） 鰹節、煮干、味噌 小松菜のじゃこ和え　みそ汁

牛乳　ｻﾌﾞﾚ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　　せんべい 大根、えのき 牛乳　おばけﾏｼｭﾏﾛとｺｺｱのﾏﾌｨﾝ

16
※ は新メニューです。

日

※果物は仕入れの状況により、ない日もありますが栄養量の不足はありません。

※おやつのお菓子は塩分や硬さ等年齢に対応したものを提供しています。

※コンソメはアレルギー材料不使用無添加コンソメを使用しています。

※離乳食初期は月齢に合わせた内容で提供しています。

　

10月 離乳食予定献立表 （なのはな用離乳食）
(4年9月30日)
金ヶ作保育園

初期 離乳食・材料
完了期

初期 離乳食・材料
完了期

ス　ポ　ー　ツ　の　日


