
たかがみねこども園

※入荷の都合等により、献立を変更することがありますがご了承ください。 ※月・水・金曜日の３時のおやつは、手作りにしています。

※だしは、いりこ/昆布/鰹節/鯖節/飛魚/椎茸のいずれかを使用しています。 ※食物アレルギーのお子さまに対しては、医師の診断書に基づき、アレルゲン物質の除去もしくは

　代替品での対応をします。

南瓜のマフィン
薄力粉　砂糖　油　ベーキングパウダー　卵　か
ぼちゃ　牛乳　チョコレート大学芋 さつまいも　油　砂糖　しょうゆ　水あめ　ごま お菓子 健康志向菓子 りんご りんご

牛乳 牛乳牛乳 牛乳 ヤクルト ヤクルト 牛乳 牛乳

ミネストローネ
スープ

キャベツ　たまねぎ　にんじん　ベーコン　にん
にく　トマト缶　油　コンソメ　ソース　しょう
ゆ　塩

大根の味噌汁 だいこん　油揚げ　ねぎ　だし　みそ もやしのスープ
もやし　かにかまぼこ　ねぎ　中華だし　しょう
ゆ　塩 ふのすまし汁 麩　わかめ　ねぎ　だし　しょうゆ　塩

バジル入りポテ
トサラダ

じゃがいも　きゅうり　コーン　マヨネーズ　バ
ジル

白菜とほうれん
草のおかか和え

はくさい　ほうれんそう　にんじん　かつお節
砂糖　しょうゆ

ブロッコリーサ
ラダ

ブロッコリー　キャベツ　大豆　にんじん　酢
油　砂糖　しょうゆ　みりん 小松菜の煮浸し

こまつな　にんじん　ちりめんじゃこ　だし　み
りん　しょうゆ

鶏の唐揚げ 鶏肉　から揚げ粉　薄力粉　油

人参ピラフ 米　にんじん　コンソメ　塩　バター　パセリ粉ふりかけごはん 米　ふりかけ ミルクパン ミルクパン

豚丼 米　豚肉　たまねぎ　だし　砂糖　しょうゆ
ごぼう入り照焼
きハンバーグ

合びき肉　たまねぎ　ごぼう　おから　鶏レバー　卵　パン

粉　牛乳　砂糖　しょうゆ　みりん　塩　だし　片栗粉

白身魚の青のり
フライ

かれい　塩　薄力粉　卵　パン粉　あおのり　油
ケチャップ　ソース

31 ＜お誕生会＆ハロウィン＞28 29 30

牛乳 牛乳

ホットケーキ
ホットケーキミックス　おから　卵　牛乳　油
ケーキシロップ　生クリーム バナナ バナナ セサミクッキー

薄力粉　卵　マーガリン　ベーキングパウダー
ごま　砂糖 お菓子 健康志向菓子

牛乳 牛乳
とりそぼろのお
にぎり

米　鶏ひき肉　しょうゆ　砂糖　あおのり

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

もやしのすまし
汁

もやし　豚肉　だし　しょうゆ　塩

南瓜ポタージュ
かぼちゃ　たまねぎ　牛乳　生クリーム　コンソ
メ　塩　砂糖

豆腐の中華スー
プ

豆腐　しいたけ　ねぎ　中華だし　しょうゆ　塩 納豆汁 納豆　えのきたけ　ねぎ　だし　みそ

鶏肉　キャベツ　ピーマン　にんにく　塩　ごま
油

ひじきサラダ
ひじき　きゅうり　赤パプリカ　黄パプリカ
しょうゆ　砂糖　酢　ごま油 ごぼうサラダ ごぼう　きゅうり　ハム　マヨネーズ 大根のツナ煮 だいこん　ツナ缶　きょうな　しょうゆ　砂糖

天ぷら（さつま
芋）

さつまいも　てんぷら粉　油

米　ふりかけ しめじごはん
米　しめじ　油揚げ　にんじん　しょうゆ　塩
だし

あぶ玉丼
米　油揚げ　卵　たまねぎ　だし　砂糖　しょう
ゆ　みりん　片栗粉

鮭のムニエル
さけ　塩　薄力粉　油　たまねぎ　酢　砂糖
しょうゆ　片栗粉 酢豚

豚肉　たまねぎ　にんじん　ピーマン　しょうゆ
片栗粉　油　酢　砂糖　ケチャップ　中華だし

鶏肉と野菜の塩
ダレ炒め

25 26

きのこカレー
（玉子）

米　牛肉　じゃがいも　たまねぎ　にんじん　し
めじ　鶏レバー　卵　油　カレールウ

即位礼正殿の儀

食パン＆いちご
ジャム

食パン　いちごジャム ふりかけごはん

お菓子 健康志向菓子

21 22 23 24

牛乳 牛乳

お菓子 健康志向菓子 ココア蒸しパン
ココア　薄力粉　ベーキングパウダー　砂糖　牛
乳　卵　油 オレンジ オレンジ お好み焼き

お好み焼き粉　おから　豚肉　油　キャベツ　干
しえび　ソース　マヨネーズ　あおのり

ジョア ジョア（乳児組：ヤクルト） 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

ふりかけごはん 米　ふりかけ

もやしのスープ
もやし　かにかまぼこ　ねぎ　中華だし　しょう
ゆ　塩 ふのすまし汁 麩　わかめ　ねぎ　だし　しょうゆ　塩 玉子スープ

卵　ほうれんそう　中華だし　しょうゆ　塩　片
栗粉 玉葱の味噌汁 たまねぎ　なめこ　ねぎ　だし　みそ

さば（乳児組：さわら）　塩麹

ブロッコリーサ
ラダ

ブロッコリー　キャベツ　大豆　にんじん　酢
油　砂糖　しょうゆ　みりん 小松菜の煮浸し

こまつな　にんじん　ちりめんじゃこ　だし　み
りん　しょうゆ さつま芋サラダ さつまいも　きゅうり　レーズン　マヨネーズ 筑前煮

鶏肉　ごぼう　れんこん　こんにゃく　にんじん
グリンピース　ごま油　砂糖　しょうゆ

食パン　ブルーベリージャム　生クリーム もち麦ごはん 米　もち麦

肉うどん
うどん　牛肉　かまぼこ　ねぎ　だし　砂糖
しょうゆ　みりん

白身魚のピカタ かれい　塩　薄力粉　卵　ケチャップ
チキンソテーバジル
トマトソース

鶏肉　トマト　たまねぎ　バジル　にんにく　ケ
チャップ　砂糖　コンソメ　塩 鯖の塩麹焼き

体育の日

ミルクパン ミルクパン

牛丼 米　牛肉　たまねぎ　だし　砂糖　しょうゆ

食パン＆ブルー
ベリークリーム

17 18 ＜かみかみメニュー＞ 1914 15 16

梨 なし 手作りピザ
小麦粉　ドライイースト　ベーキングパウダー　砂糖　塩

たまねぎ　ピーマン　ハム　チーズ　ケチャップ　バジル お菓子 健康志向菓子わらびもち
でん粉　砂糖　きな粉
（たんぽぽ組：きな粉クッキー） お菓子 健康志向菓子 バナナケーキ

バナナ　レーズン　卵　牛乳　薄力粉　砂糖　油
ベーキングパウダー

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

豆腐の中華スー
プ

豆腐　しいたけ　ねぎ　中華だし　しょうゆ　塩 納豆汁 納豆　えのきたけ　ねぎ　だし　みそ
じゃが芋の味噌
汁

じゃがいも　わかめ　ねぎ　だし　みそ 南瓜ポタージュ
かぼちゃ　たまねぎ　牛乳　生クリーム　コンソ
メ　塩　砂糖

大根のツナ煮 だいこん　ツナ缶　きょうな　しょうゆ　砂糖
天ぷら（さつま
芋）

さつまいも　てんぷら粉　油
もやしのすまし
汁

もやし　豚肉　だし　しょうゆ　塩春雨サラダ
はるさめ　ハム　きゅうり　しょうゆ　酢　砂糖
ごま油

チンゲン菜のご
ま和え

チンゲンサイ　にんじん　コーン　砂糖　しょう
ゆ　ごま ごぼうサラダ ごぼう　きゅうり　ハム　マヨネーズ

牛肉のすき焼き
風煮

牛肉　豆腐　たまねぎ　砂糖　しょうゆ　みりん 鮭のムニエル
さけ　塩　薄力粉　油　たまねぎ　酢　砂糖
しょうゆ　片栗粉 酢豚

豚肉　たまねぎ　にんじん　ピーマン　しょうゆ
片栗粉　油　酢　砂糖　ケチャップ　中華だし

ふりかけごはん 米　ふりかけ しめじごはん
米　しめじ　油揚げ　にんじん　しょうゆ　塩
だし

あぶ玉丼
米　油揚げ　卵　たまねぎ　だし　砂糖　しょう
ゆ　みりん　片栗粉鶏肉と野菜の塩

ダレ炒め
鶏肉　キャベツ　ピーマン　にんにく　塩　ごま
油

11 12

キーマカレー
（ウインナーフ
ライ）

米　合びき肉　たまねぎ　にんじん　ピーマン
ウインナー　卵　薄力粉　パン粉　油　ケチャッ
プ　ソース　砂糖　コンソメ　カレー粉　塩　片
栗粉

ごはん 米
食パン＆いちご
ジャム

食パン　いちごジャム

チーズケーキ
クリームチーズ　生クリーム　コーンスターチ
卵　砂糖　レモン

7 8 9 10

牛乳 牛乳

お菓子 健康志向菓子 ぶどうゼリー ぶどうジュース　砂糖　ゼラチン りんご りんご

玉葱の味噌汁 たまねぎ　なめこ　ねぎ　だし　みそ

ヤクルト ヤクルト 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

筑前煮
鶏肉　ごぼう　れんこん　こんにゃく　にんじん
グリンピース　ごま油　砂糖　しょうゆ

もやしのスープ
もやし　かにかまぼこ　ねぎ　中華だし　しょう
ゆ　塩 ふのすまし汁 麩　わかめ　ねぎ　だし　しょうゆ　塩 玉子スープ

卵　ほうれんそう　中華だし　しょうゆ　塩　片
栗粉

鯖の塩麹焼き さば（乳児組：さわら）　塩麹

ブロッコリーサ
ラダ

ブロッコリー　キャベツ　大豆　にんじん　酢
油　砂糖　しょうゆ　みりん 小松菜の煮浸し

こまつな　にんじん　ちりめんじゃこ　だし　み
りん　しょうゆ さつま芋サラダ さつまいも　きゅうり　レーズン　マヨネーズ

食パン　ブルーベリージャム　生クリーム もち麦ごはん 米　もち麦

運動会

白身魚の青のり
フライ

かれい　塩　薄力粉　卵　パン粉　あおのり　油
ケチャップ　ソース

チキンソテーバジル
トマトソース

鶏肉　トマト　たまねぎ　バジル　にんにく　ケ
チャップ　砂糖　コンソメ　塩

＜かみかみメニュー＞ 5

ミルクパン ミルクパン

豚丼 米　豚肉　たまねぎ　だし　砂糖　しょうゆ

食パン＆ブルー
ベリークリーム

土曜日

1 2 3 4

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

１０月の給食献立

お弁当日 
 
 

      ・う め  ：  １１日 

      ・ゆ り  ：   ９日 

      ・さくら    ：  １８日 
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