
10がつ

ねつとちからになるもの ちやにくになるもの からだのちょうしをととのえるもの ごぜん ごご
【えんないあきまつり】 ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

ごませんべい くらっかー

【かぞくふれあいのひ】 ぎゅうにゅう
うえはーす

さといもとにくのあげに しょくぱん　かたくりこ とりももにく にんじん　もやし おちゃ おちゃ

ちゅうかすーぷ あぶら　さといも　さとう とうふ ぐりんぴーす よーぐると ★おからまふぃん

しょくぱん ちんげんさい

かぶとつくねのにもの こめ　かたくりこ とりひきにく ゆかりこ　ぐりんぴーす ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

しらあえ さとう　すりごま とうふ　ろーすはむ かぶ　にんじん　しめじ かりんとう おかき

ゆかりごはん ほうれんそう

ぽーくびーんず れーずんろーる だいず　ぶたももにく たまねぎ　にんじん おちゃ ぎゅうにゅう

ふれんちさらだ じゃがいも　あぶら ろーすはむ ぐりんぴーす　きゃべつ びすけっと ★ふかしいも

れーずんろーる さとう　さらだあぶら きゅうり　こーん

ちきんかれー こめ　まかろに　あぶら とりももにく にんにく　しょうが　きゅうり ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう(100)

まかろにさらだ むぎ　まよねーず　ばたー すきむみるく たまねぎ　にんじん　こーん ぽんせんべい りんご

むぎごはん じゃがいも　こむぎこ つな ぐりんぴーす　きゃべつ しおせんべい

【あおぞららんち】 こめ　まよねーず　 さかな　ちーず しょうが　もやし おちゃ おちゃ

いもごはんのおにぎり くろごま　かたくりこ にんじん　ぶろっこりー ぷりん ★みたらしだんご

さかなのたつたあげ あぶら　じゃがいも

ぼいるやさい・ちーず さつまいも

【かぞくふれあいのひ】 ぎゅうにゅう
おかき

うのはないり こめ　あぶら　さとう とりむねにく　ちくわ にんじん　ほししいたけ ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

みそしる うのはな　あぶらあげ はねぎ　たまねぎ あられ ★だいがくいも

ごはん なまわかめ だいこん

まーぼーどうふ こめ　はるさめ とうふ　ぶたひきにく にんにく　しょうが　にんじん ぎゅうにゅう おちゃ

ばんさんすう むぎ　あぶら　さとう ろーすはむ たまねぎ　はねぎ　もやし くっきー しおせんべい

むぎごはん かたくりこ　ごまあぶら きゅうり　こーん

まさごあげ こっぺぱん とうふ　とりひきにく にんじん　ぴーまん おちゃ ぎゅうにゅう(100)

ごもくすーぷ かたくりこ　あぶら しらすぼし　たまご きゃべつ　たけのこ すてぃっくちーず かき

こっぺぱん ろーすはむ こーん　ちんげんさい くっきー

あきやさいのうまに こめ　さといも とりももにく にんじん　ごぼう　れんこん ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

あわせみそしる あぶら　さとう とうふ　なまわかめ だいこん　ほししいたけ　たまねぎ しおせんべい かりんとう

ごはん ぐりんぴーす　はねぎ　しめじ

さかなのみそに（なまあげ） こめ　さとう　じゃがいも さかな　なまあげ しょうが　たまねぎ ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

しろみそしる ひとくちぜりー とうふ　なまわかめ えのきたけ　はねぎ ごませんべい ★りんごどーなつ

ひとくちぜりー　 　ごはん

【かぞくふれあいのひ】 ぎゅうにゅう
うえはーす

さといもとにくのあげに しょくぱん　かたくりこ とりももにく にんじん　もやし おちゃ おちゃ

ちゅうかすーぷ あぶら　さといも　さとう とうふ ぐりんぴーす よーぐると ★ふんわりかぼちゃ

しょくぱん ちんげんさい

かぶとつくねのにもの こめ　かたくりこ とりひきにく ゆかりこ　ぐりんぴーす ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

しらあえ さとう　すりごま とうふ　ろーすはむ かぶ　にんじん　しめじ かりんとう おかき

ゆかりごはん ほうれんそう

【たんじょうかい】 こめ　いとこんにゃく あぶらあげ にんじん　ぐりんぴーす おちゃ こうちゃ

ふきよせごはん こむぎこ　ぱんこ とりささみ ほししいたけ　もやし ぽんせんべい けーき

ちきんかつ あぶら　ふ なまわかめ たまねぎ　みつば

すましじる
れんこんのごまいため こめ　あぶら　さとう とりももにく れんこん　にんじん　さやえんどう ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう(100)

あわせみそしる じゃがいも　しろごま とうふ　なまわかめ たまねぎ　えのきたけ　はねぎ あられ りんご

ごはん すりごま　ごまあぶら しおせんべい

まさごあげ こっぺぱん とうふ　とりひきにく にんじん　ぴーまん おちゃ ぎゅうにゅう

ごもくすーぷ かたくりこ　あぶら しらすぼし　たまご きゃべつ　たけのこ すてぃっくちーず ★ふかしいも

こっぺぱん ろーすはむ こーん　ちんげんさい

【なかよしほいく】 ぎゅうにゅう
おかき

うのはないり こめ　あぶら　さとう とりむねにく　ちくわ にんじん　ほししいたけ ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

みそしる うのはな　あぶらあげ はねぎ　たまねぎ やさいせんべい ★りんごどーなつ

ごはん なまわかめ だいこん

まーぼーどうふ こめ　はるさめ とうふ　ぶたひきにく にんにく　しょうが　にんじん ぎゅうにゅう おちゃ

ばんさんすう むぎ　あぶら　さとう ろーすはむ たまねぎ　はねぎ　もやし くっきー しおせんべい

むぎごはん かたくりこ　ごまあぶら きゅうり　こーん

【えんないはっぴょうかい】 ろーるぱん ういんなー きゃべつ おちゃ おちゃ

ほっとどっぐ ひとくちぜりー ちーず にんじん うえはーす ★はるさめのそぼろいため

ちーず・ひとくちぜりー
やさいかじゅう
あきやさいのうまに こめ　さといも とりももにく にんじん　ごぼう　れんこん ぎゅうにゅう ぎゅうにゅう

あわせみそしる あぶら　さとう とうふ　なまわかめ だいこん　ほししいたけ　たまねぎ しおせんべい かりんとう

ごはん ぐりんぴーす　はねぎ　しめじ

さかなのみそに（なまあげ） こめ　さとう　じゃがいも さかな　なまあげ しょうが　たまねぎ ぎゅうにゅう はっこうにゅう

しろみそしる ひとくちぜりー とうふ　なまわかめ えのきたけ　はねぎ おこし ★かぼちゃのそふとくっきー

ひとくちぜりー　 　ごはん

食物アレルギー児は医師の指示に基づき、除去食、代替食での対応をしています。
今月生まれの子には誕生会の日におやつのプレゼントがあります。乳児は成長に応じてトマトジュース・離乳食・乳児食をたべます。
おやつ★印は給食の先生の手作りです。お楽しみに♪
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まつりのおみせやさん（やきそば・からあげ・よーぐると・ばたーろーる・じゅーす）

めいしょうほいくえん

ひ
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こんだてめい
ざいりょうめい おやつ

３ねんど こんだてひょう




