
エネルギーKcal　  　主　　な 　　 材　　料 　名 エネルギーKcal　　   主　 な     材　 　料 　名
 日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ  日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ

脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの 脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの

ふりかけご飯、人参のスープ 510 精白米 鱈、ベーコン 人参、玉ねぎ 牛乳 クリームタルト ご飯、玉ねぎのスープ 511 精白米 鶏肉 きゅうり、人参 牛乳 肉まん

１　（金） 鱈のカレームニエル 18.7 調合油 牛乳、豚肉 ピーマン、椎茸 牛乳 １８（月） チキントマトチーズ焼き 21.2 スパゲティ チーズ 玉ねぎ、トマト 牛乳

じゃが芋の金平、ボイルブロッコリー 17.8 じゃが芋 ブロッコリー 果物 スパゲティサラダ、ミニゼリー 21.4 ハム、わかめ 果物

クリームスープスパゲティ 523 スパゲティ ベーコン 玉ねぎ、人参 プリン レモンケーキ 【郷土料理：山形県】 524 精白米 ます、豚肉 にら、玉ねぎ 牛乳 がんづき

８　（金） 果物 18.7 調合油 牛乳 キャベツ ミニゼリー、牛乳 １９（火） ご飯、芋煮、ますのあんかけ 18.8 じゃが芋 わかめ、卵 人参、きゅうり 野菜ジュース

19.3 （以）せんべい 塩肉じゃが、きゅうりの酢の物 15.0 蒟蒻、里芋 大根、ねぎ

ご飯、えのきのすまし汁 484 精白米 豚肉、味噌 きゅうり、人参 麦茶 今川焼き ご飯、きのこの味噌汁 497 精白米 豚肉 人参、いんげん ヨーグルト ブルーベリーサンド

４　（月） 豚肉の味噌焼き、マカロニサラダ 15.6 さつま芋 ハム、牛乳 えのき ビスケット 牛乳 ２０（水） 豚肉の野菜巻き、さつま芋のサラダ 19.9 さつま芋 ハム きゅうり、しめじ 牛乳

さつま芋のレモン煮 16.7 マカロニ 焼車麩 果物 ボイルブロッコリー 16.0 食パン 牛乳 ブロッコリー、椎茸 果物

ご飯、ニラ玉スープ 495 精白米 豚肉、えび 玉ねぎ、白菜 バナナ アップルパイ ゆかりご飯、大根の味噌汁 499 精白米 ほっけ、昆布 人参、玉ねぎ 麦茶 ココアケーキ

5　（火） 八宝菜、バンサンスー 17.3 調合油 いか、あさり 人参、椎茸 牛乳 ２１（木） ほっけの塩焼き 19.4 しらたき さつま揚げ、卵 大根 ビスケット 牛乳

かにしゅうまい 20.7 春雨 ハム、卵 もやし、きゅうり すき昆布の煮物、卵焼き 19.3 調合油 ベーコン、油揚げ 果物

ご飯、玉ねぎの味噌汁 478 精白米 鶏肉、牛乳 玉ねぎ、人参 ヨーグルト フレンチトースト ご飯、きくらげののスープ 494 精白米 豚肉、ハム キャベツ、ピーマン 牛乳 たぬきうどん

６　（水） 豆腐のつくね焼き 23.5 食パン 豆腐、卵 ブロッコリー 牛乳 ２２（金） ホイコーロー 15.3 うどん きくらげ 人参、ねぎ、南瓜 麦茶

ブロッコリーサラダ、トマト 14.2 わかめ、ハム きゅうり、人参 果物 南瓜サラダ、果物 19.4 揚げ玉 わかめ、蒲鉾 きゅうり、玉ねぎ

ご飯、じゃが芋の味噌汁 544 精白米 鮭、おから 玉ねぎ、人参 牛乳 チョコチップケーキ

７　（木） 鮭の南蛮漬け、卯の花炒り 21.7 じゃが芋 鶏肉 ピーマン、椎茸 牛乳 ２３（土） きらりんピック

果物 19.6 調合油 わかめ ねぎ、ごぼう

【誕生会】　ご飯、キャベツのスープ 513 精白米 はんぺん キャベツ、人参 牛乳 グラタン ご飯、椎茸のスープ 497 精白米 鶏肉、卵 椎茸、キャベツ 麦茶 バナナクレープ

8　（金） チーズはんぺんフライ 13.5 薄力粉 チーズ、ツナ 大根、きゅうり 野菜ジュース ２５（月） 鶏肉のバーベキューソース 17.4 クレープ 竹輪 トマト、きゅうり ビスケット 牛乳

大根サラダ、ミニケーキ 21.0 調合油 卵 玉ねぎ キャベツと竹輪のサラダ、トマト 19.7 牛乳 人参、玉ねぎ

カレーうどん 495 うどん 鶏肉、牛乳 長ねぎ、人参 プリン ドーナツ ご飯、豆腐のすまし汁 486 精白米 鯖、豆腐 蓮根、ごぼう 牛乳 卵サンド

９　（土） 果物 17.6 調合油 かまぼこ 干し椎茸 ミニゼリー、牛乳 ２６（火） 鯖の味噌煮、蓮根金平 19.3 食パン わかめ 人参、ほうれん草 野菜ジュース、果物

17.7 油揚げ （以）せんべい ほうれん草のごま和え 15.4 卵 もやし （以）クッキー

ご飯、豆腐の味噌汁 511 精白米 鰆、鶏肉 里芋、小松菜 牛乳 チーズドッグ ご飯、青梗菜のスープ 500 精白米 豚肉 筍、椎茸、玉ねぎ 牛乳 パンプキンババロア

１１（月） 鰆の香味焼き、里芋のそぼろ煮 23.8 豆腐、卵 もやし、人参 牛乳 ２７（水） 春巻き、チーズサラダ 16.3 春雨、調合油 チーズ トマト、きゅうり ビスケット

小松菜のおひたし 17.3 牛乳 ねぎ 果物 えびしゅうまい 20.8 春巻きの皮 えび 青梗菜、人参、ねぎ

ご飯、卵スープ 467 精白米 ハム、卵 コーン、キャベツ 麦茶 ツナサンド わかめご飯、味噌けんちん汁 498 精白米 めかじき、ハム 人参、きゅうり りんごゼリー さつま芋蒸しパン

１２（火） ハムカツ 17.4 調合油 ツナ、牛乳 きゅうり、人参 せんべい 牛乳 ２８（木） カジキの塩麴焼き 19.0 春雨、里芋 油揚げ、卵 大根、ねぎ 牛乳

コールスロー、トマト 17.2 食パン トマト、玉ねぎ 果物 和風春雨サラダ、果物 13.1 さつま芋 豆腐、牛乳 ごぼう

ご飯、はんぺんのすまし汁 515 精白米 鰤、はんぺん 切り干し大根 プリン たこ焼き ロールパン、クリームシチュー 499 ロールパン 豚肉 人参 牛乳 きつねご飯

１３（水） 鰤の柚子味噌焼き、切り干し大根煮 21.8 調合油 油揚げ、納豆 人参、ほうれん草 牛乳 ２９（金） かぼちゃ型ハンバーグ 20.8 調合油 ハム、鶏肉 きゅうり、玉ねぎ 麦茶

ほうれん草の納豆和え 18.8 味噌、わかめ 椎茸、もやし、ねぎ 果物 ポテトサラダ 19.5 じゃが芋 油揚げ キャベツ、かぼちゃ

きのこカレー 523 精白米 豚肉 人参、玉ねぎ 牛乳 ずんだ団子 親子丼 468 精白米 鶏肉、卵 人参、玉ねぎ ヨーグルト カステラ

１４（木） フルーツヨーグルト 15.8 じゃが芋 豆腐 椎茸、しめじ 麦茶 ３０（土） なめこの味噌汁 22.9 豆腐 三つ葉、椎茸 ミニゼリー、牛乳

17.2 白玉粉 ヨーグルト マッシュルーム 果物 10.5 牛乳 なめこ （以）せんべい

のり佃煮ご飯、コーンスープ 510 精白米 白身魚、卵 レタス、きゅうり 牛乳 ミートソースペンネ

１５（金） 白身魚フライ 18.0 調合油 牛乳、豚肉 サニーレタス 野菜ジュース 　　

シーザーサラダ、果物 18.2 ペンネ ベーコン 玉ねぎ、コーン

焼きそば 501 中華麺 豚肉 キャベツ、人参 ヨーグルト バウムクーヘン

１６（土） わかめスープ 18.6 調合油 卵、牛乳 もやし、ピーマン ミニゼリー、牛乳

果物 12.6 わかめ 玉ねぎ、長ねぎ （以）せんべい

都合により献立が変更になることがあります。ご了承ください １食あたりの平均塩分量　：1.7ｇ

令和３年　１０月　　予定献立表　　　しあわせ保育園

今月の郷土料理：芋煮

≪旬の食材≫ 
かぶ、里芋、じゃが芋、秋刀魚、鮭、 
梨、柿、人参、ぎんなん、松茸   など 
 

 「芋煮」は里芋の収穫期の秋から冬によく食べら
れている郷土料理の一つです。 「芋煮会」といっ
て河原に鍋や材料を持込み、野外でつくったりする
ほか、各家庭でもつくり食べられています。 
 山形県では、「芋煮会」は新年会や忘年会と並ぶ
年間行事の一つであり、「芋煮」は県民の団らんに
欠かせない郷土料理です。 


