
　　きゅうしょくこんだてひょう　 ９がつ

あか みどり きいろ

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 ねつやちからになるもの

にくじゃが ぶたにく たまねぎ　にんじん　きゅうり あぶら　さとう

きゅうりのすのもの　 ちりめん　かにかま（小麦） グリンピース じゃがいも　ごま

バナナ わかめ こんにゃく　バナナ

ミートスパゲティー あいミンチ たまねぎ　にんじん　ピーマン あぶら　さとう

かみかみサラダ　 ツナ マッシュルーム　トマト スパゲティー　ハヤシルー（小麦）

プチトマト ちりめん　 キャベツ　こまつな　コーン トマトケチャップ　アーモンドスライス

＜旬の食材　きのこ＞ とりにく　スキムミルク たまねぎ　にんじん　きゅうり あぶら　さとう

きのこのクリームシチュー こんぶ　ロースハム パプリカ　ぶなしめじ　まいたけ　 じゃがいも

つるつるサラダ　バナナ かんてん バナナ　パセリ　キャベツ シチュールー（乳　小麦）

えびマカロニグラタン えび たまねぎ　パセリ

ツナサラダ チーズ　ぎゅうにゅう ブロッコリー マカロニ　こむぎこ　パンこ　

りんご ツナ りんご　 マーガリン（乳）　マヨネーズ

ぶたにく たまねぎ　にんじん　グリンピース さとう　じゃがいも

スキムミルク パイナップル　おうとう　バナナ カレールー（乳　小麦）

ひよこまめ りんご　 ゼリー　

ハッシュドビーフ ぎゅうにく たまねぎ　にんじん　トマト

プレーンオムレツ　 たまご　 マッシュルーム　グリンピース ハヤシルー（小麦）

りんご りんご　

ぶたにくのみそいため ぶたにく たまねぎ　にんじん　きゅうり あぶら　さとう

スパゲティサラダ　 ツナ キャベツ　ピーマン　コーン スパゲティ

オレンジ みそ オレンジ マヨネーズ

カレーうどん ぶたにく たまねぎ　にんじん　ねぎ あぶら　うどん　パンこ

やさいコロッケ　 ちくわ（小麦） コーン　グリンピース カレールー（乳　小麦）　

パインかん わかめ パイナップル じゃがいも　かたくりこ　こむぎこ

マーボーどうふ ぶたミンチ たまねぎ　にんじん　きゅうり あぶら　さとう

ナムル　 とうふ　 ほししいたけ　しょうが　にんにく トマトケチャップ　ごまあぶら

バナナ みそ　ロースハム もやし　ねぎ　バナナ かたくりこ

＜食育の日献立＞ さんま だいこん　たまねぎ　にんじん

さんまのしおやき　おろしポンず とうふ　ぶたにく　 えのきだけ　ねぎ なしゼリー

ぐだくさんじる　なしゼリー あぶらあげ　みそ

にくみそごぼうどん ぶたにく にんじん　たまねぎ　 あぶら　さとう

そうめんじる　 かまぼこ（小麦） キャベツ　ピーマン　ごぼう ごま

オレンジ みそ　 しめじ　ねぎ　オレンジ　 そうめん

ぶたにく たまねぎ　にんじん あぶら　さとう

かぼちゃ　キャベツ こむぎこ　

ピーマン トマトケチャップ

だいずのごもくに とりにく　だいず たまねぎ　にんじん　いんげん　ごぼう あぶら　さとう

あおなのおかかあえ さつまあげ（小麦）　こんぶ こまつな　ほうれんそう　こんにゃく

　バナナ ちくわ（小麦）　はなかつお ほししいたけ　バナナ

チーズハンバーグ とりにく　ぎゅうにく にんじん　きゅうり　キャベツ さとう

マカロニサラダ だいずたんぱく　チーズ コーン　たまねぎ パンこ　マカロニ

プチトマト ロースハム プチトマト トマトケチャップ　マヨネーズ

にくだんごのうまに とりにく　たまご　さつまあげ（小麦） にんじん　いんげん　こんにゃく あぶら　さとう

もやしのちゅうかあえ　 だっしふんにゅう もやし　きゅうり　のり　 じゃがいも

おうとうかん ロースハム おうとう パンこ　ごまあぶら

さけのてりやき　 さけ にんじん あぶら

ひじきのいために あぶらあげ　だいず ピーマン　りんご さとう

りんご かまぼこ（小麦）　めひじき

とりにく にんじん　きゅうり　こんにゃく　 あぶら　さとう

ロースハム いんげん　ほししいたけ　コーン じゃがいも　マヨネーズ

こんぶ ごぼう　れんこん はるさめ　

あか みどり きいろ

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 ねつやちからになるもの

27
(中)
28

(少・長)

すい

もく

　たんじょうかい
  （がくねんごとひにちがちがいます）

かぼちゃケーキ
   　ヤクルト（乳）

たまご
ぎゅうにゅう

かぼちゃペースト
さらだあぶら　さとう
こむぎこ
ベーキングパウダー

26 か

27 すい

28 もく

19 か

20 すい

21 もく

15 きん

18 げつ けいろうのひ

ひよこまめのカレー
フルーツポンチ

12 か

13 すい

5

14 もく

か

6 すい

7 もく

8 きん

ほうりん東野幼稚園

日 曜 備考

1 きん

こんだてめい

日 曜 こんだてめい

かぼちゃのあまずいため
あげぎょうざ

ちくぜんに
はるさめサラダ

22 きん

29 きん

作り方 

１）かぼちゃは一口大に切り、サラダ油をまぶしてオーブンで焼いて、火を通しておきます。 

２）玉ねぎは厚めのスライス、人参は薄めのいちょう切り、ピーマンはせん切りにして 

下ゆでしておきます。 

３）フライパンに油を熱し、豚肉を炒めて余分な油を取って、玉ねぎ、人参をいれて 

さらに炒めます。 

４）ひたひたより少なめの水を入れ、野菜が柔らかくなるまで煮ます。 

５）調味料を合わせ、４）に回し入れます。 

６）１）のかぼちゃを入れて、味をからめたらできあがりです。  

一口クッキング 
「かぼちゃの甘酢いため」 
 

材料（幼児１人分） 

豚肉      ３０ｇ  

かぼちゃ    ３０ｇ 

玉ねぎ     ２５ｇ 

人参      １０ｇ 

ピーマン    ５ｇ 

酢       ３ｃｃ  

醤油      ３ｃｃ 

砂糖      ３ｇ 

ケチャップ   ２．５ｇ 

酒       １ｃｃ 

サラダ油    適宜 

とりガラスープ ０．２５ｇ 
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