
月 火 水 木 金
3日 ４日 ５日 ６日 ７日

麦ごはん（ツナごま） 黒米ごはん（ごま塩） きびごはん（のりたま） 雑穀ごはん（わかめ） 発芽玄米ごはん（ひじき）

揚げ出し豆腐のそぼろあん いわしの蒲焼き風 豚肉のねぎ塩レモン炒め 鶏の塩麴唐揚げ お月見ミートローフ

鶏肉のトマト煮 スペイン風オムレツ いかのカレー揚げ 厚揚げと豚肉の甘辛炒め 鶏肉と大根のスープ煮

根菜グラッセ 切干大根の煮物 三色ナムル 白滝のガーリック風味 さつま芋のソルト風味

小松菜のごま和え 野菜のゆかり和え オーブンポテト 人参ドレッシングサラダ もやしと青菜の薬味和え

焼き芋 くだもの 巨峰 くだもの プチトマト

10日 11日 12日 13日 14日

麦ごはん（おかか） 黒米ごはん（わかめ） きびごはん（ゆかり） 雑穀ごはん（青菜）

鶏の南蛮漬け 南瓜のスコップコロッケ 松風焼き あじの香草揚げ

お休み チリコンカン 鶏のほろほろ煮 きつねの親子煮 鶏肉ときのこのグラタン

きゅうりの浅漬け 青菜のごま味噌炒め ブロッコリーの塩ゆで 白菜のさっぱり漬け

野菜のごま和え 元気サラダ 大根のカレー風焼き ひじきの中華炒め

秋色ケーキ プチトマト さつま芋のあめがらめ くだもの

17日 18日 19日 20日 21日

発芽玄米ごはん(おかかのり) 金木犀ごはん 麦ごはん（青のり） 黒米ごはん（青菜わかめ） 発芽玄米ごはん（ゆかり）

タンドリーチキン おろしハンバーグ 秋鮭の紅葉焼き 豚肉の生姜炒め チキンナゲット

ちくわの磯辺揚げ 高野豆腐の含め煮 豚肉と白菜のうま煮 はんぺんフライ 桜えび入り厚焼き玉子

刻み昆布の煮つけ 秋なすの揚げ浸し きのこの天ぷら 五目豆 人参のたらこ炒め

野菜のお浸し ごま塩キャベツ 小松菜の中華和え さっぱり漬け やみつきキャベツ

くだもの プチトマト りんごきんとん くだもの くだもの

24日 25日 26日 27日 28日

雑穀ごはん（ごま塩） 発芽玄米ごはん(海苔の佃煮) きびごはん（じゃこ） 麦ごはん（ひじき） 黒米ごはん（わかめ）

ヤンニョムチキン 豚肉の角煮 とり天 白身魚のホワイトソースかけ 鶏肉のマスタード焼き

芋煮 厚揚げのチーズ焼き ドライカレー 鶏肉と蓮根の照り煮 海老と豆腐のチリソース

はりはり漬け マカロニサラダ きんぴらごぼう カレーポテト 青菜の磯香和え

秋野菜のソテー にらの塩ナムル ブロッコリーのチーズ焼き 野菜の梅かつお醤油 きのこの春巻き

プチトマト おからドーナツ 柿 くだもの りんごと小豆の煮物

31日

茶飯（茶葉ふりかけ）

さばのみそ煮

酢豚

屋台風きゅうり

人参ドレッシングサラダ

かぼちゃのハニー焼き

　10 月 の 献 立

※くだものは、梨・りんご・ぶどう・みかんを予定しています。
※マダレナカノッサ幼稚園は園の規則によりデザートはつきません。
※未就学児用のお弁当につきましては、辛味等配慮をして調理作成いたします。

※納品状況、食材価格により変更をすることがございますが、アレルギー食材の変更は致しません。
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１０月 献立 使用食材一覧表

3日 4日 5日 6日 7日
米,麦,ツナ缶,(青魚),生姜,薄口醤油,ごま 米,黒米,黒ごま 米,きび,卵A,のり,かつお節,ごま,薄口醤油 米,雑穀,わかめ,ごま 米,発芽玄米,ひじき,ゆかり,ごま

豆腐,片栗粉,米粉,鶏挽肉,豚挽肉,長ねぎ,干椎茸,

生姜,薄口醤油
イワシ,片栗粉,米粉,醤油,ごま

豚肉,塩麴,キャベツ,えのき,長ねぎ,レモン,

にんにく
鶏ムネ肉,塩麴,にんにく,生姜,片栗粉,米粉

うずらの卵,豚挽肉,鶏挽肉,玉ねぎ,卵B,パン粉,

ナツメグ,薄口醤油,片栗粉

鶏肉,トマト缶,ケチャップ,玉ねぎ,にんにく,

オリーブ油,(枝豆,かぼちゃ,いんげん)

卵A,玉ねぎ,じゃが芋,パプリカ,(かぼちゃ,

いんげん),牛乳,チーズ,(小麦粉),ケチャップ
イカ,薄口醤油,カレー粉,片栗粉,米粉 厚揚げ,豚肉,塩麴,,玉ねぎ,しめじ,醤油,ごま,(味噌) 鶏肉,大根,えのき,生姜,片栗粉

人参,大根,バター 切干大根,人参,油揚げ,醬油
小松菜,人参,もやし,にんにく,薄口醤油,

ごま油,ごま
白滝,小松菜,にんにく,薄口醤油,オリーブ油 さつまいも,塩

小松菜,キャベツ,薄口醤油,すりごま 白菜,キャベツ,小松菜,ゆかり,ごま じゃがいも,青のり
キャベツ,水菜,人参,玉ねぎ,レーズン,酢,

はちみつ,辛子

小松菜,もやし,人参,長ねぎ,生姜,にんにく,

薄口醤油,ごま油

さつまいも 梨orりんごorぶどうorみかん 巨峰 梨orりんごorぶどうorみかん プチトマト

10日 11日 12日 13日 14日
米,麦,かつお節,醤油,ごま 米,黒米,わかめ,ごま 米,きび,ゆかり,ごま 米,雑穀,青菜,ごま,ごま油

鶏ムネ肉,片栗粉,米粉,玉ねぎ,ピーマン,酢,醤油,

ごま油,一味

かぼちゃ,豚挽肉,鶏挽肉,玉ねぎ,小麦粉,パン粉,

卵B,(醤油,チーズ,ひじき,ごま,いんげん)

豚挽肉,鶏挽肉,長ねぎ,干椎茸,生姜,味噌,醤油,

ごま,青のり
アジ,パセリ粉,バジル粉,片栗粉,米粉

豚挽肉,鶏挽肉,大豆,玉ねぎ,人参,トマト缶,

にんにく,醤油,ソース,ケチャップ,チリパウダー,

カレー粉,パセリ粉,オリーブ油

鶏手羽元,醤油,生姜,片栗粉 鶏肉,卵A,油揚げ,薄口醬油
鶏肉,しめじ,玉ねぎ,牛乳,(豆乳,醤油,味噌),

小麦粉,バター,にんにく,チーズ,パン粉

きゅうり,塩 小松菜,もやし,人参,味噌,ゴマ油,すりごま ブロッコリー,塩 白菜,キャベツ,水菜,酢

キャベツ,もやし,人参,薄口醬油,ごま
青大豆,(枝豆),きゅうり,キャベツ,(コーン缶),

玉ねぎ,酢,はちみつ,辛子

大根,人参,にんにく,カレー粉,レモン汁,

オリーブ油,パセリ粉

ひじき,白滝,人参,にんにく,醤油,

オイスターソース,ごま油

小麦粉,卵B,人参,牛乳,トマトジュース,

ベーキングパウダー
梨orりんごorぶどうorみかん さつまいも,水あめ,薄口醤油 梨orりんごorぶどうorみかん

17日 18日 19日 20日 21日
米,発芽玄米,かつお節,のり,ごま,醤油 米,きび,卵A,人参 米,麦,青のり,ごま 米,黒米,青菜,わかめ,ごま,ごま油 米,発芽玄米,ゆかり,ごま

鶏肉,にんにく,生姜,ケチャップ,ヨーグルト,

カレー粉,パプリカ粉,(醤油)

豚挽肉,鶏挽肉,玉ねぎ,生姜,パン粉,ナツメグ,

大根,醤油,片栗粉
サケ,人参,豆乳,酢 豚肉,塩麴,玉ねぎ,醤油,生姜

鶏挽肉,(豚肉),豆腐,薄口醤油,卵B,(ごま,じゃこ),米

粉,片栗粉,ケチャップ

ちくわ,青のり,小麦粉,米粉 高野豆腐,人参,生椎茸,醤油 豚肉,白菜,薄口醤油,生姜,片栗粉 はんぺん(卵C),小麦粉,米粉,パン粉 卵A,桜エビ,玉ねぎ,干椎茸,醤油

刻み昆布,白滝,人参,醤油 なす,米粉,わかめ,醤油 しめじ,えのき,玉ねぎ,人参,小麦粉,米粉 大豆,人参,油揚げ,干椎茸,こんにゃく,醤油 人参,もやし,たらこ,薄口醬油

大根,小松菜,薄口醬油 キャベツ,水菜,ごま,ごま油 小松菜,切干大根,醤油,にんにく,ごま油,ごま キャベツ,きゅうり,水菜,酢 キャベツ,小松菜,にんにく,ごま油,ごま

梨orりんごorぶどうorみかん プチトマト りんご,さつまいも,(はちみつ) 梨orりんごorぶどうorみかん 梨orりんごorぶどうorみかん
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１０月 献立 使用食材一覧表

24日 25日 26日 27日 28日
米,雑穀,ごま 米,発芽玄米,のり,醤油 米,きび,じゃこ,青のり,ごま 米,麦,ひじき,ごま,醤油 米,黒米,わかめ,ごま

鶏肉,塩麴,片栗粉,米粉,醤油,ケチャップ,

にんにく,ごま油,ごま,コチュジャン
豚肉,大根,醤油,生姜,片栗粉 鶏ムネ肉,小麦粉,米粉 タラ,片栗粉,米粉牛乳,小麦粉,にんにく 鶏肉,醤油,マスタード,はちみつ

豚肉,里芋,こんにゃく,長ねぎ,椎茸,醤油 厚揚げ,万能ねぎ,チーズ

豚挽肉,鶏挽肉,玉ねぎ,人参,マッシュルーム,

トマト(缶),ケチャップ,ソース,にんにく,生姜,

カレー粉,(大豆)

鶏肉,れんこん,醤油,片栗粉
豆腐,エビ,玉ねぎ,醤油,ケチャップ,にんにく,

生姜,豆板醤,(ごま油,オイスターソース)

切干大根,小松菜,刻み昆布,酢,薄口醤油 マカロニ,きゅうり,人参,レモン汁,酢 ごぼう,人参,突きこんにゃく,醤油,ごま じゃがいも,カレー粉 青菜,もやし,人参,醤油,のり

蓮根,人参,バター,にんにく にら,もやし,小松菜,ごま,にんにく,ごま油 ブロッコリー,チーズ キャベツ,小松菜,人参,醤油,かつお節,梅干し,ごま
きのこ,人参,醤油,(オイスターソース,ごま油,

ごま,ゴーヤ),片栗粉,春巻きの皮,小麦粉

プチトマト 小麦粉,おから,卵B,ベーキングパウダー,きなこ 柿 梨orりんごorぶどうorみかん りんご,小豆,(金時豆or花豆)

31日
米,醤油,茶葉,ごま

サバ,生姜,味噌,醤油,昆布

豚肉,片栗粉,米粉,玉ねぎ,人参,酢,醤油,ケチャップ

きゅうり,ごま油

大根,キムチ

かぼちゃ,はちみつ,(バター)


