
　*献立の後半の日付は、行事の関係で順不同となっておりますのでご了承ください。 　*５日（水）はぞう組はお泊り保育です。おにぎりをご用意ください。

　*都合によりメニューが変更されることがあります。 　*１４日（金）はぽぷら保育園つばさ組、そら組、つき組、ほし組は遠足です。お弁当をご用意ください。
　*（果物）は、幼児の果物はありません。 　*２８日（金）はりす組は遠足です。お弁当をご用意ください。

中華麺 米 米 スパゲティ 米 米 米 米 うどん（乾） 麦ロール 米 米 米 米

キャベツ 豆腐 魚（ほっけ） 鶏肉 なす 魚（赤魚） 豆腐 大豆水煮 豚肉 鶏肉 もち米 鮭 玉ねぎ 魚（さわら）

もやし 鶏卵 塩 玉ねぎ 玉ねぎ 塩 鶏挽肉 豚肉 大根 玉ねぎ さつまいも れんこん 人参 塩

人参 鶏挽肉 こしょう ほうれん草 豚挽肉 こしょう 人参 玉ねぎ 椎茸 人参 しめじ 三度豆 ピーマン しょうゆ

しめじ 椎茸 パン粉 しめじ 椎茸 白ワイン ほうれん草 人参 薄揚げ かぼちゃ 人参 干し椎茸 しめじ 酒

にら 三度豆 乾燥パセリ ピーマン 小麦粉 椎茸 トマト水煮 青ねぎ かぶ 鶏肉 しょうゆ ウインナー しょうが

豚肉 砂糖 油 豆乳 人参 バター 三つ葉 しめじ 砂糖 しめじ しょうゆ 酢 コンソメ 片栗粉

酒 しょうゆ チンゲン菜 小麦粉 しょうが なす しょうが 油 みりん 酒 砂糖 カレー粉 油

みりん 塩 えのき 塩 にんにく 玉ねぎ しょうゆ カレールー しょうゆ 油 砂糖 塩 しょうゆ 切干大根

さつまいも 人参 こしょう みそ ズッキーニ 酒 にんにく だしかつお 牛乳 塩 昆布 塩 ほうれん草

しょうゆ 人参 しょうゆ コンソメ しょうゆ パプリカ みりん りんご だし昆布 コンソメ 牛肉 のり こしょう 人参

塩 合挽肉 みりん 砂糖 砂糖 人参 塩 かぼちゃ 高野豆腐 ローリエ 白菜 ごま 油 しょうゆ

こしょう 砂糖 油 玉ねぎ 片栗粉 コーン 片栗粉 ひじき 玉ねぎ ごぼう チンゲン菜 みりん

にんにく 塩 かつお節 人参 トマト水煮 だしかつお ブロッコリー しょうゆ 切干大根 人参 鶏肉 砂糖

しょうが こしょう 豚肉 もやし 酒 白ワイン 小松菜 しょうゆ みりん 人参 人参 豚肉 もやし すりごま

ごま油 カレー粉 舞茸 きゅうり 片栗粉 砂糖 えのき りんご酢 砂糖 ツナ 青ねぎ 砂糖 コンソメ かぼちゃ

白菜 コンソメ ごぼう ツナ 油 塩 豚肉 油 油 マヨドレ 豆腐 しょうゆ 塩 玉ねぎ

えのき ごぼう 人参 みそ ごま油 こしょう みそ 玉ねぎ だしかつお しょうゆ だしかつお みりん こしょう わかめ

人参 小松菜 青ねぎ マヨドレ じゃがいも にんにく だしかつお 砂糖 ほうれん草 塩 油 ごま 薄揚げ

青ねぎ しめじ しょうゆ 砂糖 塩 ケチャップ 豚肉 もやし 砂糖 しょうゆ ごま油 青ねぎ

鶏肉 青ねぎ 塩 トマト 乾燥パセリ コンソメ キャベツ 人参 鶏卵 砂糖 鶏卵 だしかつお

塩 ごま油 みりん 人参 トマト水煮 オリーブ油 えのき のり みりん 人参 みそ

こしょう みそ だしかつお 玉ねぎ レタス ほうれん草 人参 しょうゆ 酒 玉ねぎ
チキンスープ だしかつお ウインナー 鶏肉 えのき 青ねぎ みりん ピーマン チンゲン菜

なす 玉ねぎ コーン コンソメ 砂糖 もやし しょうゆ

じゃがいも えのき ベーコン 塩 ツナ 塩

乾燥パセリ にんにく 塩 こしょう しょうゆ 片栗粉

コンソメ こしょう みりん だしかつお

塩 塩 塩

こしょう こしょう 枝豆

果物 果物 果物 果物 （果物） 果物 果物 （果物） 果物 果物 果物 果物 果物 果物

※延長保育のおやつは、卵、乳不使用のせんべいやクラッカー、クッキー などを提供しています。
※マヨドレは卵不使用のマヨネーズです。

２０２２年　１０月献立表

日・曜
1日（土） ３日（月） ４日（火） ５日（水） ６日（木） ７日（金） ８日（土） ３１日（月）

１５日（土） １７日（月） １８日（火） １９日（水） ２０日（木） ２４日（月） ２２日（土） ２５日（火） ２６日（水）

１１日（火） １２日（水） １３日（木） １４日（金） ２１日（金） ２９日（土）

２７日（木） ２８日（金） 誕生会 ♪ ♪

塩焼きそば ごはん ごはん きのこのクリームスパゲティ 吹き寄せご飯 彩ちらし寿司 カレーチャーハン ごはん

白菜のスープ ひき肉入り擬製豆腐 魚のパン粉焼き 人参のみそマヨサラダ かぼちゃサラダ魚のムニエル

大豆カレーごはん 豆腐のあんかけ丼ごはん けんちんうどん パン

むらくも汁 切干大根とほうれん草のごま和え

チンゲン菜ともやしスープ 魚の竜田揚げ

さつまいものカレー煮 チンゲン菜とえのきのおかか和え イタリアンスープ キャベツのスープラタトゥイユ粉ふきいも

小松菜とえのきのみそ汁マーボーなす 高野豆腐の揚げ煮 秋色シチュー すき焼き風 きんぴらごぼう

ほうれん草ともやしののり和え ひじきのマヨサラダ ピーマンのツナ炒め

かぼちゃのみそ汁

材
料
名

お
や
つ

市販菓子 市販菓子 バナナスコーン さつまいもおにぎり ケークサレ 市販菓子

レタスとトマトのスープ ゆで卵 枝豆ごぼうと小松菜のみそ汁 舞茸汁 ほうれん草とコーンのスープ

きなこのおにぎり かぼちゃクッキー

献
立
名

市販菓子 市販菓子 スイートポテト 鮭おにぎり りんごヨーグルト 市販菓子 市販菓子 卵ロールサンド

マッシュルーム

クリームシチュールー

オイスターソース

コンソメ

チキンスープ

市販菓子
米粉の

ブラウニーケーキ
市販菓子

（乳児）水ようかん
（幼児）小豆ういろう 新米の塩にぎり マーマレードポテト 市販菓子

チキンスープ

グリンピース

糸こんにゃく

聖和乳幼児保育センター ・　ぽぷら保育園

♪ ♪

チキンスープ

♪

市販菓子

市販菓子



米 （乳児） 米 さつまいも 米粉

サラダ油 さつまいも ウインナー こしあん 塩

豆乳 塩 豆乳 粉寒天 油

バナナ 昆布 玉ねぎ 砂糖 ココア

黒ごま ブロッコリー 塩 さつまいも

油 サラダ油

（幼児） 豆腐

わらび餅粉 砂糖

小麦粉

砂糖

こしあん

さつまいも 米 ヨーグルト 麦ロール 米 かぼちゃ

バター 鮭 鶏卵 もち米 小麦粉

砂糖 塩 砂糖 きゅうり 塩 バター

牛乳 マヨドレ きなこ 砂糖

塩 砂糖 片栗粉

こしょう ほうれん草

お
や
つ

市販菓子 市販菓子 バナナスコーン さつまいもおにぎり ケークサレ 市販菓子 市販菓子

８日（土）1日（土） ３日（月） ４日（火） ５日（水） ６日（木） ７日（金）

市販菓子 市販菓子

ホットケーキミックスホットケーキミックス

市販菓子 市販菓子 スイートポテト

１５日（土） １７日（月）

卵ロールサンド きなこのおにぎり かぼちゃクッキー

２７日（木）

１１日（火） １２日（水） １３日（木）

コーンスターチ

ベーキングパウダー

マーマレード

♪

♪

鮭おにぎり りんごヨーグルト

市販菓子

１９日（水） ２０日（木） ２４日（月）

りんごジャム

米粉の
ブラウニーケーキ

市販菓子

２９日（土） ３１日（月）１４日（金） ２１日（金）

♪ ♪市販菓子

２８日（金） ♪ ♪１８日（火） ２２日（土） ２５日（火） ２６日（水）

（乳児）水ようかん
（幼児）小豆ういろう 新米の塩にぎり マーマレードポテト 市販菓子


