
令和４年１０月　給食献立表

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

★都合により食材の変更があります。

★牛肉を使用する場合があります。

牛乳、プリン

りんご、ほうれんそう、はくさい、えのきた
け、○ブルーベリージャム、たまねぎ、に
んじん、葉ねぎ、だいこん（たくあん）

グレープフルーツ、ブロッコリー、もやし、
にんじん、ねぎ、たけのこ（ゆで）、干しし
いたけ、カットわかめ

豆乳、ホットケーキ

牛乳、季節のパン
はくさい、オレンジ、ねぎ、にんじん、なめ
こ、しめじ、しいたけ、えのきたけ、塩こん
ぶ

スパゲティー、○紫芋
ブレッド、油

牛乳、バナナココア
御飯、さつま汁、鮭のあけぼの焼き、
きゅうりとわかめの酢の物、柿

○牛乳、木綿豆腐、牛肉(もも)、
米みそ（淡色辛みそ）、ごま、◎
豆乳

バナナ、ほうれんそう、ねぎ、たまねぎ、
だいこん、にんじん、万能ねぎ、カットわ
かめ

◎ヤクルト、はんぺん、厚揚げ、
○牛乳

○牛乳、◎牛乳

◎ヤクルト、豆乳、鶏ひき肉、○
バター、卵、米みそ（淡色辛み
そ）、○いわし(煮干し)、ごま、か
つお節

パイナップル、キャベツ、にんじん、はくさ
い、ねぎ、たまねぎ、しめじ、きゅうり、み
ずかけな・とうな（塩漬け）

麦茶、
シリアバー、
たべる煮干し

☆　体育の日　☆

バナナ、ブロッコリー、たまねぎ、万能ね
ぎ

御飯、豚汁、さばの利休焼き、
きゅうりの昆布和え、りんご

牛乳、季節のパン
オレンジ、キャベツ、オクラ、たまねぎ、だ
いこん、にんじん、にんにく

牛乳、ジャムパイ

○牛乳、◎牛乳、さば、豚肉(肩
ロース)、○ピザ用チーズ、米み
そ（淡色辛みそ）、ごま、厚揚げ

牛乳、たこ焼き
わかめ御飯、みそ汁（じゃが芋・小ねぎ）、
ハンバーグ、ブロッコリーのバター醤油和え、
バナナ

○牛乳、さけ、かにかまぼこ、さ
つま揚げ、米みそ（淡色辛み
そ）、いかナゲット、粉チーズ、◎
豆乳

かき（種なし）、○バナナ、きゅうり、にんじ
ん、だいこん、ねぎ、カットわかめ

○牛乳、牛ひき肉、豚ひき肉、
米みそ（甘みそ）、牛乳、バ
ター、◎豆乳

米、じゃがいも、パン粉

キャベツのパスタ、チキンナゲット、
オクラサラダ、オレンジ

◎ヤクルト、チキンナゲット、え
び、いか、バター、すりごま、○
牛乳

◎牛乳、おから、○牛乳、米み
そ（淡色辛みそ）、○卵、○バ
ター、すりごま、○豆乳

グレープフルーツ、ブロッコリー、ほうれ
んそう、もやし、にんじん、しめじ、カットわ
かめ

○さつまいも、ゆで中
華めん、和風ドレッシン
グ、○砂糖(上白糖）、
○油

牛乳、無添加ウインナー、焼き
豚、ハム、なると、○ごま、◎豆
乳

かき（種なし）、切り干しだいこん、にんじ
ん、きゅうり、ねぎ、ほしのり

米、じゃがいも、○ビーフン、
フレンチドレッシング（分離
型）、油、○油、○砂糖(上白
糖）

牛乳、◎ヤクルト、豚肉(肩ロー
ス)、○豚ひき肉、ハム

パイナップル、キャベツ、○キャベツ、福
神漬、たまねぎ、にんじん、○ピーマン、
○にんじん、○しいたけ、にんにく

牛乳、
やみつきトースト、
バナナチップ

牛乳、季節のパン

麦茶、
五目ビーフン

豆乳、
ホットケーキ

麦茶、大学芋

12

15

牛丼、みそ汁（だいこん）、白和え（さつまいも）、
バナナ

米、さつまいも、砂糖
(上白糖）、しらたき、○
カラメルソース

豆乳

木

水

13

きのこうどん、はんぺんのマヨネーズ焼き、
白菜の昆布和え、オレンジ

14

金

牛乳
御飯、すまし汁(白菜・えのき）、コロッケ、
ほうれん草のたくあん和え、りんご

米、じゃがいも、パン
粉、油、小麦粉、○グ
ラニュー糖

豆乳うどん、平つくね、キャベツのお浸し、
パイナップル

冷凍うどん、○コーンフ
レーク、砂糖(上白
糖）、油、片栗粉

ヤクルト

冷凍うどん、○カスター
ドブレッド、マヨネーズ、
片栗粉

ヤクルト

17

土

月

米、○ホットケーキ粉、さつまいも、
春巻きの皮、油、三温糖、○メープ
ルシロップ、はるさめ、片栗粉、焼
ふ、ごま油

21

木

火

19

20

水

18

御飯、豚汁、さばの利休焼き、
きゅうりの昆布和え、りんご

豆乳

カレーライス、牛乳、福神漬け、
キャベツサラダ、パイナップル

ヤクルト

さつま芋御飯、みそ汁（わかめ・ふ）、春巻き、
ブロッコリーのごまあえ、グレープフルーツ

とんこつラーメン、牛乳、ウインナー、
切り干し大根サラダ、柿

○さつまいも、ゆで中
華めん、和風ドレッシン
グ、○砂糖(上白糖）、
○油

スパゲティー、○紫芋
ブレッド、油

◎ヤクルト、チキンナゲット、え
び、いか、バター、すりごま、○
牛乳

ヤクルト

豆乳

グレープフルーツ、こまつな、しめじ、えの
きたけ、ねぎ、にんじん、コーン缶、○バ
ナナ（乾果）、○あんずジャム、あおのり

牛乳

牛乳、
やみつきトースト、
こんぶ

納豆御飯、みそ汁（しめじ）、とり天、
小松菜とコーンの和え物、グレープフルーツ

米、じゃがいも、○ビーフン、
フレンチドレッシング（分離
型）、油、○油、○砂糖(上白
糖）

牛乳、◎ヤクルト、豚肉(肩ロー
ス)、○豚ひき肉、ハム

パイナップル、キャベツ、○キャベツ、福
神漬、たまねぎ、にんじん、○ピーマン、
○にんじん、○しいたけ、にんにく

米、○さつまいも、小麦
粉、○砂糖(上白糖）、
油、砂糖(上白糖）

◎牛乳、鶏もも肉、納豆、○豆
乳、米みそ（淡色辛みそ）、卵、
○豆乳

麦茶、五目ビーフン

豆乳、
スイートポテト、
バナナチップ

牛乳
米、○バナナブレッド、
○砂糖(上白糖）、ごま
油

○牛乳、◎牛乳、さば、豚肉(肩
ロース)、○ピザ用チーズ、米み
そ（淡色辛みそ）、ごま、厚揚げ

りんご、きゅうり、キャベツ、ねぎ、にんじ
ん、だいこん、ごぼう、塩こんぶ、○おしゃ
ぶりこんぶ

牛乳、バナナココア

牛乳、たこ焼き

かき（種なし）、○バナナ、きゅうり、にんじ
ん、だいこん、ねぎ、カットわかめ

牛乳、季節のパン
キャベツのパスタ、チキンナゲット、
オクラサラダ、オレンジ

麦茶、大学芋

ヤクルト 牛乳、季節のパン

木

28
豆乳

麦茶、
フルーツヨーグルト

パイナップル、キャベツ、にんじん、はくさい、ねぎ、た
まねぎ、しめじ、きゅうり、みずかけな・とうな（塩漬
け）、○たくあん（みじん）、○えだまめ（ゆで）、○塩こ
んぶ

月

金

麦茶、
選べるおにぎり

土

24

水

27

金

火

26
ヤクルト

25

22

麦茶、
ミッキーケーキ

米、フレンチドレッシン
グ（分離型）

29

土

31

月
牛乳、
モンスタードーナツ

プティポワン、パンプキンスープ、
ハロウィンハンバーグ、
紫キャベツのコールスローサラダ、柿

プティポワン、シーザー
ドレッシング

○牛乳、◎牛乳、ハム、ベーコ
ン、チェダーチーズ、スライス
チーズ

かき（種なし）、レッドキャベツ、かぼちゃ
（冷凍）、にんじん、たまねぎ牛乳

きのこうどん、はんぺんのマヨネーズ焼き、
白菜の昆布和え、オレンジ

冷凍うどん、○カスター
ドブレッド、マヨネーズ、
片栗粉

◎ヤクルト、はんぺん、厚揚げ、
○牛乳

はくさい、オレンジ、ねぎ、にんじん、なめ
こ、しめじ、しいたけ、えのきたけ、塩こん
ぶ

ヤクルト

米、○食パン、○砂糖
(上白糖）、ごま油

火

11

7

10

月

金

8

土

豆乳

豆乳

ヤクルト

米、さつまいも、砂糖
(上白糖）

さつま芋御飯、みそ汁（わかめ・ふ）、
おからの春巻き、ブロッコリーのごまあえ、
グレープフルーツ

とんこつラーメン、牛乳、ウインナー、
切り干し大根サラダ、柿

カレーライス、牛乳、福神漬け、
キャベツサラダ、パイナップル

米、○ホットケーキ粉、さつまいも、
春巻きの皮、○メープルシロップ、
油、小麦粉、三温糖、焼ふ、砂糖
(上白糖）

牛乳

3時おやつ

1

土

木

5

月

日付 10時おやつ 昼食
　　　　　　　　　　　材         料        名

3

(◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

4

火

水

6 りんご、きゅうり、キャベツ、ねぎ、にんじ
ん、だいこん、ごぼう、○バナナ（乾果）、
塩こんぶ

味噌ラーメン、焼き餃子、
ほうれん草のくるみサラダ、オレンジ

ゆで中華めん、○カス
タードブレッド

牛乳

豆乳

ヤクルト

◎ヤクルト、くるみ、米みそ（甘
みそ）、○牛乳

ほうれんそう、オレンジ、キャベツ、にんじ
ん、もやし、ねぎ

牛乳、無添加ウインナー、焼き
豚、ハム、なると、○ごま、◎豆
乳

かき（種なし）、切り干しだいこん、にんじ
ん、きゅうり、ねぎ、ほしのり豆乳

牛乳
◎牛乳、豚肉(もも)、○牛乳、米
みそ（淡色辛みそ）、○卵、○バ
ター、すりごま、○豆乳

牛乳

チキンドリア、たまねぎとほうれん草のスープ、
ブロッコリーサラダ、バナナ

米、マヨネーズ、油、パ
ン粉

◎牛乳、豆乳、鶏ひき肉、卵、米
みそ（淡色辛みそ）、○鮭そぼ
ろ、ごま、かつお節、○ごま

ひじき御飯、みそ汁（キャベツ）、
鶏のしょうが焼き
ブロッコリーのバター醤油和え、バナナ

米、油、砂糖(上白
糖）、ごま油

○牛乳、鶏もも肉（皮付き）、米
みそ（淡色辛みそ）、厚揚げ、バ
ター、◎豆乳

バナナ、ブロッコリー、キャベツ、にんじ
ん、ひじき

牛乳、○ヨーグルト(加糖)、鶏も
も肉、ピザ用チーズ、ハム、◎豆
乳

ビーフペッパーランチ、わかめのみそ汁、
野菜サラダ、りんご

◎ヤクルト、牛肉(もも)、○ホイッ
プクリーム、淡色みそ、バター

りんご、きゅうり、キャベツ、コーン缶、た
まねぎ、万能ねぎ、にんじん、カットわか
め

冷凍うどん、○米、砂
糖(上白糖）、油、片栗
粉

オレンジ、キャベツ、オクラ、たまねぎ、だ
いこん、にんじん、にんにく

豆乳うどん、平つくね、キャベツのお浸し、
パイナップル

バナナ、ブロッコリー、たまねぎ、○もも
缶、○みかん缶、○バナナ、にんじん、ほ
うれんそう、マッシュルーム、パセリ

御飯、さつま汁、鮭のあけぼの焼き、
きゅうりとわかめの酢の物、柿

米、さつまいも、砂糖
(上白糖）

○牛乳、さけ、かにかまぼこ、さ
つま揚げ、米みそ（淡色辛み
そ）、いかナゲット、粉チーズ、◎
豆乳

社会福祉法人多摩養育園
光明第二保育園

☆ 一日の平均給与量 ☆

ｴﾈﾙｷﾞ‐ ﾀﾝﾊﾟｸ質 脂質 ｶﾙｼｳﾑ 鉄 ﾋﾞﾀﾐﾝＡ ﾋﾞﾀﾐﾝB1 ﾋﾞﾀﾐﾝB2  ﾋﾞﾀﾐﾝ

C
3歳以上児 498kcal  17.7g    16.0g  105mg   1.9mg  145μｇ 0.29mg    0.22mg  29mg

３日 精進料理

２６日 誕生会メニュー

３１日 ハロウィンメ

ニュー


