
令和 元年 １０月

久 慈 保 育 園

　　  給食目標：食事の約束を守りましょう。

　　  内　　　容：食事のかたづけをきちんとする。

　　　　　　　　　  身のまわりにこぼれているものを拾う。

　　　※ 　２日（水）お誕生日会です。

　  　※ １２日（土）運動会です。

おやつ(午前) 主食　他 おやつ(午後）

豆乳 ごはん ごはん、うどん、納豆のかき揚げ 牛乳・おせんべい

クラッカー きゅうりの中華和え、かぼちゃのミルク煮、バナナ マーブル食パン

お茶 秋鮭の炊き込みごはん、コ-ンたまごスープ、とり肉のレモンソース和え 牛乳

おせんべい お煮しめ、枝豆、ヨーグルトサラダ、ブロッコリー、ミニトマト ケーキ

豆乳 ごはん ごはん、若布のみそ汁、ポークチャップ 牛乳・おせんべい

クラッカー ポテトサラダ、小松菜の納豆和え、りんご チョコツイスト

お茶 ごはん ごはん、五目みそ汁、野菜オムレツ 牛乳

ビスケット チンゲン菜と桜えびのソテー、かぼちゃのひき肉あんかけ、ぶどう 野菜サンド☆

お茶 ごはん みそ汁、とり肉のごま焼き 牛乳・おせんべい

ビスケット スパゲティケチャップ、ブロッコリー、バナナ フレンチトースト

お茶 ごはん ごはん、ポークカレー、白菜と大根のサラダ 牛乳

ビスケット れんこんのきんぴら、福神漬、ぶどう バナナドーナツ☆

豆乳 ごはん ごはん、大根汁、鯖の南蛮漬け 牛乳・おせんべい

クラッカー 小松菜とコーンのごま和え、かぼちゃ含め煮、バナナ ブルーベリーサンド

牛乳 ひじきごはん ひじきごはん、みそ汁、豆腐とツナのキッシュ お茶

おせんべい スパゲティケチャップ、ブロッコリー、なし かぼちゃ白玉☆

豆乳 ごはん ごはん、焼き麩のみそ汁、豚肉の野菜巻きカツ 牛乳・おせんべい

クラッカー マカロニサラダ、ほうれん草のり和え、パイナップル ピザパン

お茶 ごはん ごはん、石狩鍋、千草焼きたまご 牛乳

ビスケット にぎやかきんぴら、大学ポテト、バナナ ヨーグルト焼きケーキ☆

豆乳 ごはん ごはん、豚汁、笹かまの天ぷら 牛乳・おせんべい

クラッカー なすとピーマンの炒めもの、かぶの甘酢和え、柿 カフェオレパン

お茶 まいたけ まいたけごはん、かき玉みそ汁、おからハンバーグ 牛乳

ビスケット ごはん 磯スパゲティ、ブロッコリー、バナナ きなこ蒸しパン☆

豆乳 ごはん ごはん、そうめん汁、とり肉のカレー揚げ 牛乳・おせんべい

クラッカー 五目ひじき、フルーツきんとん、パイナップル ホイップクリームサンド

お茶 おにぎり おにぎり、みそ汁、チーズ入り卵焼き 牛乳

ビスケット 筑前煮、ブロッコリーソテー、ぶどう おからクッキー☆

お茶 ごはん みそ汁、親子煮 牛乳・おせんべい

ビスケット キャベツのおかか和え、かぼちゃ含め煮、バナナ ジャムサンド

お茶 ごはん ごはん、すき焼き風煮、ししゃもの磯辺揚げ 牛乳

クラッカー 鮭の磯辺揚げ かみかみサラダ、小松菜と油揚げの煮びたし、パイナップル スイートポテト☆

豆乳 ごはん ごはん、かき玉汁、とり肉のみそがらめ 牛乳・おせんべい

クラッカー インディアンサラダ、切り干しとひじきの煮物、りんご あんぱん

牛乳 枝豆ごはん 枝豆ごはん、みそ汁、野菜のかき揚げ おせんべい

おせんべい 春雨の酢の物、なめ茸和え、ぶどう フルーツヨーグルト☆

牛乳 ごはん ごはん、みそ汁、たまご焼きの納豆和え お茶

おせんべい きゃべつのごま和え、お豆とかぼちゃの煮物、なし のこのこスパゲティ☆

お茶 ごはん チキンカレー、コールスロー 牛乳・おせんべい

ビスケット ブロッコリー、福神漬、バナナ フレンチトースト

お茶 ごはん ごはん、里芋のみそシチュウ、オクラ 牛乳

おせんべい ちくわと若布の炒め煮、ブロッコリーのカレー和え、ぶどう ボンボンドーナツ☆

豆乳 ごはん ごはん、ラーメン、鮭のみそ漬け焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー うどん パリパリサラダ、ジャーマンポテト、バナナ ピザパン

お茶 桜えびごはん 桜えびごはん、みそ汁、豆腐の真砂揚げ 牛乳

ビスケット りんごサラダ、三色お浸し、パイナップル ハロウィンパンケーキ☆

豆乳 ごはん ごはん、白菜のすまし汁、きのこハンバーグ 牛乳・クラッカー

おせんべい 大豆とひじきのサラダ、ほうれん草菊和え、りんご ブルーベリーサンド
31 木

　　３歳以上児　　：　　エネルギー　(587kcal)　　・たんぱく質　（19.6g）　　・脂質　（19.0g）　　・カルシウム　（262㎎）　　・食塩　（1.8ｇ）
　　３歳未満児　　：　　エネルギー　(533kcal)　　・たんぱく質  （17.1g） 　 ・脂質　（17.5g）　　・カルシウム　（226㎎） 　　・食塩　（1.6g）
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           給   食   だ   よ   り

　　　　　　　　　　　　　　　　　給 　 食 　 献　  立　  表　
☆印は、手作りおやつです。

日付 曜日
未満児の献立 全　　　　　　　児　　　　　　の　　　　　　　献　　　　　　　立

主　食　と　副　食

涼しい秋風が吹き、体を動かすのも心

地よい季節になり、子ども達は外でたくさん

体を動かしています。

たくさん運動した後の給食は一段と美味し
いようで食欲旺盛です。

また、運動会に向けて練習も
頑張っています。



▽ 今月の新メニューを紹介します  ▽ 

 

 

◎きのこハンバーグ    １０/３１（木）の給食にでます！！ 

                

《 材料４人分 》          《 作り方 》 

・豚ひき肉       120ｇ     ①、玉葱とにんじんはみじん切りにし、しんなりする位に炒める。 

・卵          16ｇ         （食感を楽しむよう、炒めなくても良い） 

・玉葱         60ｇ      ②、豚ひき肉は粘りが出るまでよくこねる。 

・パン粉        16ｇ      ③、①と②の豚ひき肉に加え、牛乳に浸したパン粉も 

・にんじん       20ｇ         加えてよくこねる。 

・牛乳         20㏄      ④、③の種を好みの形に成形し、鉄板に並べ 200度のオーブンで焼く。 

 

☆ ソース   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・              

・しめじ        12ｇ      ○まいたけは食べやすく一口サイズに切り 

・まいたけ       12ｇ       しめじは小房に分けて、鍋に入れる。 

・醤油         0.8ｇ      醤油・ケチャップ・砂糖・水で煮て味を整えて 

・ケチャップ      4g        片栗粉でとろみをつけ、ソースが完成。 

 

                    ⑤、④のハンバーグにきのこのソースをかけて『きのこハンバーグ』完成！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ケチャップ味はみんな大好きです。 

実はきのこがちょっと苦手だなぁ～と言う子供にも 

このきのこソースは好評です。 

魚のから揚げにも合いそうですよ・・ぜひお家でも試してみて下さい！ 

フライパンでも 

簡単に作れます！ 

キノコがおいしい季節です。シイタケ・シ

メジ・エノキ・マイタケ・マツタケなど、種

類がたくさんありますが、どれも食物繊維

が豊富で、ビタミン B 類・D類やミネラル、

種類によってはカリウムも多く、便秘や生

活習慣病予防にもなります。低カロリーで栄

養たっぷりです。 

 

１０月１２（土）は運動会です。 

朝ごはんをしっかり食べて、 

元気に楽しい運動会にしまし

ょう！ 


