




日 曜日

まーまれーど
けーき

さけのれもんふうみ 牛乳 砂糖 こんにゃく・しめじ・ねぎ
ぎゅうにゅう

24 木
ごはん・ぶたじる 鮭・豚肉・みそ 米・でん粉・油 大根・にんじん・ごぼう

せんべいみーとそーすすぱげてぃー ロースハム ｺｰﾙｽﾛｰﾄﾞﾚｯｼﾝｯｸﾞ グリンピース・キャベツ
ぎゅうにゅう 牛乳 油 きゅうり・トマト缶

23 水
ろーるぱん・こーるすろーさらだ 合挽き肉 ﾛｰﾙﾊﾟﾝ・ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ にんじん・玉ねぎ

ぱいんちーず
くらっかー

はくさいののりあえ・みかん 牛肉・牛乳 砂糖・油・ごま油 こんにゃく・白菜・のり
ぎゅうにゅう いんげん・みかん

22 火
ごはん・にくじゃが ちりめんじゃこ 米・じゃがいも 玉ねぎ・にんじん

くっきーかぼちゃのにもの・てつぶんぜりー油揚げ・牛乳 鉄分ｾﾞﾘｰ かぼちゃ・ごぼう
ぎゅうにゅう

砂糖・鉄分ｾﾞﾘｰ

21 月
ぎゅうにくごはん・けんちんじる 牛肉・豆腐 米・砂糖・さといも にんじん・ねぎ・大根

9 水
こっぺぱん・あんかけうどん 鶏肉・油揚げ ｺｯﾍﾟﾊﾟﾝ・うどん にんじん・白菜・しめじ
にんじんしりしり・てつぶんぜりー シーチキン・牛乳 でん粉・ごま油・ごまねぎ・

ちきん
なげっと

せんべい

こんだてめい 赤色の食べ物 黄色の食べ物 緑色の食べ物 おやつ

せんべい
ぎゅうにゅう

1 火
ごはん・すきやきふうに 牛肉・焼き豆腐 米・油・砂糖

4 金
かるしうむごはん ちりめんじゃこ

玉ねぎ・白菜
つなまよ
むしぱん

ほうれんそうなむる 牛乳 ごま油・ごま ねぎ・ほうれん草・もやし
ぎゅうにゅう 糸こんにゃく・のり

あられくらむちゃうだー・みかん ベーコン・牛乳 ｸﾗﾑﾁｬｳﾀﾞｰﾙｩ 玉ねぎ・小松菜・みかん
ぎゅうにゅう

ハンバーグ・あさり

大根・にんじん・りんご

2 水
はんばーがー

3 木
ごはん・さんまごまあげ さんまごま揚げ

バンズ・じゃがいも キャベツ・にんじん

まかろに
きなこ

だいこんとさといものそぼろに 鶏ひき肉・牛乳 砂糖・でん粉 グリンピース
りんご・ぎゅうにゅう

米・油・さといも

きゃべつごまみそあえ・ぎゅうにゅう竹輪・みそ・牛乳
くらっかー

米・ごま・砂糖 昆布・白菜・にんじん
はくさいとぶたにくのとろみに かつお節・豚肉 でん粉 しょうが・ねぎ・キャベツ

7 月
ふれーくどん ｼｰﾁｷﾝ・根菜つくね

ぎゅうにゅう 牛乳

米・砂糖・ごま しょうが・しめじ・白菜
こんさいつくね・みそしる 油揚げ・豆腐・みそ わかめ くっきー

8 火
ごはん 豚肉・竹輪・厚揚げ米・砂糖 大根・にんじん・もやし

ぎゅうにゅう 牛乳
だいこんのみそに・ごしきあえ みそ・かつお節 小松菜・しめじ・コーン

10 木
ごはん・さばのしょうがに さば・焼き豚 米・砂糖・ごま油 しょうが・切干大根

鶏肉・高野豆腐

ちゃがゆちゅうかふうあえもの 牛乳 和風ドレッシング にんじん・ほうれん草
みかん・ぎゅにゅう みかん

にんじん・玉ねぎ・ﾋﾟｰﾏﾝ
くっきーこうやどうふのおらんだに 牛乳 じゃがいも・砂糖 大根・きゅうり・ｺｰﾝ

ぎゅうにゅう ごま油
米・砂糖・小麦粉 ひじき・にんじん・しいたけ

11 金
ごはん・だいこんさらだ

14 月
ひじきごはん 竹輪・ｽｷﾑﾐﾙｸ

米・でん粉・油

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・玉ねぎ

あられえいようすいとん・しゅーまい 鶏肉・油揚げ 白玉粉 ほうれん草・ねぎ
ぎゅうにゅう ｼｭｰﾏｲ・牛乳

くらっかー
じゃがいも・ﾏｶﾛﾆ

そえやさい・みねすとろーね ベーコン・牛乳 油・ﾏﾖﾈｰｽﾞ にんじん・トマト・ｺｰﾝ
こっぺぱん・ささみふらい ささみフライ ｺｯﾍﾟﾊﾟﾝ・ジャム

17 木
ごはん・さんまのおかかに さんまのおかか煮
ぎゅうにゅう

16 水

米・ごま油・砂糖 千切大根・ひじき
ふらんく
ふると

せんぎりだいこんのあすかに 油揚げ・牛乳 ごま にんじん
ぎゅうにゅう

18 金
まーぼーどん・ばなな 豆腐・豚ひき肉 米・油・砂糖 玉ねぎ・竹の子・にら

ぎゅうにゅう 牛乳 でん粉 ﾁﾝｹﾞﾝ菜・もやし・ﾊﾞﾅﾅ
わんたんすーぷ 八丁味噌 ごま油・ワンタン にんじん・しょうが・ねぎ

25 金
ちきんかれーらいす 鶏肉・ｽｷﾑﾐﾙｸ 米・押し麦・油

ろーるけーきふるーつみっくす 牛乳 じゃがいも ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・ｷｬﾍﾞﾂ・ﾊﾞﾅﾅ
ぎゅうにゅう ｶﾚｰﾙｩ みかん缶・ﾊﾟｲﾝ缶

28 月
すたみならいす・みそしる 合挽き肉・油揚げ

わかめ・えのき・きゅうり

玉ねぎ・にんじん

米・砂糖・油 ごぼう・にんじん・白菜
くっきーそくせきづけ 豆腐・みそ じゃがいも しいたけ・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・昆布

ぎゅうにゅう

15 火
ちきんらいす・にんじんぐらっせ 鶏肉 米・砂糖・油 玉ねぎ・グリンピース

くりすます
けーき

とうふとほうれんそうのすーぷ バター・ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ にんじん・ほうれん草
ほしがたはんばーぐ・ぎゅうにゅう 豆腐・牛乳 コーン・えのき

♪ 手作りおやつの材料 ♪

１日（火） ツナマヨ蒸しパン・・・ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ・玉ねぎ・ｼｰﾁｷﾝ・ﾏﾖﾈｰｽﾞ・牛乳・ﾊﾟｾﾘ

３日（木） マカロニきな粉・・・マカロニ・きな粉・砂糖

８日（火） チキンナゲット・・・チキンナゲット・油

１０日（木） 茶がゆ・・・米・番茶・塩

１５日（火） クリスマスケーキ・・・スポンジケーキ・生クリーム・フルーツ缶・いちご

１７日（木） フランクフルト・・・フランクフルト

２２日（火） パインチーズクラッカー・・・クラッカー・クリームチーズ・ﾊﾟｲﾝ缶

２４日（木） マーマレードケーキ・・・ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ・ﾊﾞﾀｰ・牛乳・ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞｼﾞｬﾑ

＊○印のある日は、お箸を持たせてください。滑りにくく手の大きさに合った物が使いやすいです。緑・ひよこ組はいりません。赤組は、個別に

連絡させていただきます。＊食べていない物があれば、提供される日までにお家で食べておいてくださいね。

あおぞら保育所
食育だより

10月30日
ハロウインメニュー

チキンライス・パンプキンスープ
かぼちゃドーナツ

楽しみにしていたハロウインパーティー！
この日も密を避けるため、いつものスタイルでのランチタイムとなりましたが、青組さんは自分の
作ったピックを、他のクラスは桃・黄組さんが作ってくれたピックを飾って楽しく食べることができま
した。

先月お知らせしました、汁物の塩分濃
度測定ですが、引き続き３月まで続け
ることになりました。

お家でも塩分控えめを意識して料理し

たいですね。

11月よりひよこ組に新しいお友達が
きてくれました。離乳食を食べてい
る様子を紹介します。

かぼちゃドーナツ チキンライス

パンプキンスープ

りんご・牛乳

離乳食は月齢に応じて前期と後期
に分けて提供されます。保育所の
離乳食にもすぐに慣れて、大きな
口をあけて食べられるようになりま
した。








