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鶏挽肉、みそ、ゆで大豆、煮
干し、芽ひじき、○牛乳

◎オレンジ、バナナ、ほうれん
草、人参、コーン、れんこん、
きゅうり、しいたけ、万能ねぎ、
しょうが

りんご

鮭、卵、さつま揚げ、煮干
し、昆布、○豆腐

※

牛乳
パンプキン
ケーキ

照焼きキチン・Ｐトマト・りんご
ポテトサラダ・なめこ汁

胚芽米（未）、じゃが芋、
マヨネーズ、砂糖、油、○
砂糖、○ごま油、○じゃが
芋、○薄力粉

行　　事

E:エネルギー
P:たんぱく質
F:脂　　　質
塩:塩　　 分

※

※

※

ハロウィンカレー・青りんごゼリー
春雨サラダ・コンソメスープ

胚芽米、春雨、炒りごま、
油

○牛乳、豚肉、わかめ、ハ
ム、○ホイップ、チーズ、焼
きのり

◎梨、青りんごゼリー、玉ねぎ、
きゅうり、かぼちゃ、人参、○か
ぼちゃ 梨

豚肉の生姜焼き・バナナ
ごま和え・みそ汁

胚芽米（未）、すりごま、
油、砂糖、○アメリカン
ドック、○油

豚肉、みそ、煮干し、○牛乳 ◎オレンジ、バナナ、玉ねぎ、
キャベツ、もやし、ほうれん草、
人参、えのき、ピーマン、しょう
が

牛乳
チヂミ

※オレンジ
牛乳

アメリカン
ドック

鶏肉、みそ、煮干し、○しら
す、○卵、○牛乳、○ピザ用
チーズ

◎柿、りんご、大根、みかん缶、
Ｐトマト、なめこ、きゅうり、ね
ぎ、人参、しょうが、にんにく、
○万能ねぎ

柿

日付 献　　立 10時おやつ
　　　材 料 名　(◎午前おやつ・〇午後おやつ）

旬の食材デー

世代間交流会
芋煮会

さんまの味噌蒲・梨
梅かつお和え・切干大根の根菜汁

胚芽米（未）、片栗粉、
油、砂糖、炒りごま、○炒
りごま（黒）、○黒砂糖

さんま、みそ、薄揚げ、煮干
し、白みそ、かつお節、○牛
乳

◎オレンジ、梨、もやし、ねぎ、
人参、きゅうり、ごぼう、切干大
根、梅びしお オレンジ

たら、卵、粉チーズ、煮干し ◎りんご、オレンジ、キャベツ、
玉ねぎ、きゅうり、コーン、えの
き、赤パプリカ、ほうれん草、
ピーマン、人参、○たくあん漬け

りんご

胚芽米（未）、じゃが芋、
油、片栗粉、すりごま、砂
糖、炒りごま

牛乳
蒸パン

オレンジ
牛乳
菓子

かぼちゃのかき揚げ・味付けのり・梨
チンゲン菜の和えもの・みそ汁

胚芽米（未）、上新粉、
油、焼麩、ごま油、○食パ
ン

豆腐、エビ、卵、みそ、しら
す、味付けのり、煮干し、○
牛乳

◎バナナ、梨、チンゲン菜、かぼ
ちゃ、コーン、人参、玉ねぎ、し
めじ、○りんごジャム バナナ

牛乳
ジャムサンド

つくね焼き・バナナ
ひじきサラダ・みそ汁

麦茶
新米おにぎり

たくあん

豚丼風・バナナ・牛乳
胚芽米（未）、しらたき、
砂糖

牛乳、豚肉 バナナ、キャベツ、玉ねぎ、人
参、しいたけ、グリンピース、
しょうが

麦茶
菓子

タラのマヨネーズ焼き・オレンジ
コールスロー・かき玉汁

胚芽米（未）、マヨネー
ズ、油、片栗粉、○胚芽米

胚芽米（未）、つきこん、
油、砂糖、片栗粉、○白玉
粉、○砂糖、○上新粉、○
片栗粉

牛乳
菓子

鶏肉のから揚げ・梨
春雨サラダ・みそ汁

胚芽米（未）、片栗粉、春
雨、油、焼麩、砂糖、ごま
油、○食パン、○マヨネー
ズ

鶏肉、錦糸卵、みそ、ハム、
煮干し、○ピザ用チーズ、○
ツナ缶

◎オレンジ、梨、もやし、きゅう
り、キャベツ、人参、しょうが、
○パセリ、○玉ねぎ オレンジ

牛乳
キャンディ
ポテト

◎みかん、梨、ぜんまい、人参、
玉ねぎ、しいたけ、チンゲン菜

みかん

ジョア
ツナオニオン

トースト

五目卵蒸し・のり佃煮・バナナ
菊花和え・みそ汁

胚芽米（未）、砂糖、油 卵、鶏挽肉、のり佃煮、み
そ、薄揚げ、煮干し、○牛乳

◎りんご、バナナ、もやし、大
根、ほうれん草、人参、菊、しい
たけ、ねぎ

麦茶
みたらし団子

煮魚・梨
ぜんまい煮・かき玉汁

芋煮・漬物
みかん・麦茶

里芋、板こんにゃく 豚肉、油揚げ、みそ、煮干
し、○アイス

◎りんご、みかん、ねぎ、人参、
たくあん漬け、しめじ、ごぼう

りんご

豚肉の中華風ソテー・ぶどう
こぎつね和え・みそ汁

胚芽米（未）、じゃが芋、
油、砂糖、○さつま芋、○
油、○砂糖

豚肉、みそ、わかめ、ハム、
薄揚げ、煮干し、○バター、
○牛乳

◎バナナ、ぶどう、玉ねぎ、大
根、きゅうり、ピーマン、赤パプ
リカ、にんにく、○オレンジ
ジュース

バナナ

ブラウンシチュー・バナナ・牛乳
胚芽米（未）、じゃが芋 牛乳、豚肉、バター、生ク

リーム
バナナ、玉ねぎ、人参、マッシュ
ルーム、グリンピース

牛乳
菓子

さばの味噌焼き・ミニゼリー
和え物・けんちん汁

麦茶
菓子

プリン

さば、豚肉、豆腐、みそ、煮
干し、○牛乳

◎バナナ、もやし、ゼリー、大
根、ねぎ、人参、きゅうり、しい
たけ バナナ

胚芽米（未）、ごま油、炒
りごま

アイス

赤魚、豆腐、煮干し、昆布、
○卵

◎梨、りんご、もやし、ほうれん
草、菊、人参、○バナナ

梨 ※

胚芽米（未）、パン粉、
油、薄力粉、マヨネーズ

豚挽肉、豆腐、卵、みそ、煮
干し

◎ぶどうジュース、バナナ、もや
し、ブロッコリー、キャベツ、Ｐ
トマト、ねぎ、しいたけ、にら

ぶどう
ジュース

メンチカツ・Ｐトマト・バナナ
茹ブロッコリー・みそ汁

麦茶
バナナ
ケーキ

親子煮・柿
りんごと大根のサラダ・みそ汁

胚芽米（未）、砂糖、油、
炒りごま

卵、豆腐、鶏肉、かまぼこ、
みそ、わかめ、煮干し、昆
布、○牛乳

◎ラ・フランス、柿、大根、玉ね
ぎ、りんご、きゅうり、人参、し
いたけ、グリンピース ラ・フランス

牛乳
菓子

赤魚の甘辛揚げ・りんご
菊花和え・菊のお花のすまし汁

胚芽米（未）、片栗粉、砂
糖、○ホットケーキミッ
ク、○油ス、○砂糖、油

麦茶
菓子豚肉のケチャップ煮・バナナ・牛乳

胚芽米（未）、しらたき、
油、砂糖

ほっけ、油揚げ、さつま揚
げ、みそ、煮干し、すき昆
布、○牛乳

◎オレンジ、バナナ、キャベツ、
人参

オレンジ
牛乳
菓子

牛乳、豚肉 バナナ、玉ねぎ、人参、しめじ、
ピーマン

じゃが芋、油、砂糖、胚芽
米（未）

野菜ジュース
牛乳

ケーキ

手作り弁当
(未)チキンカレー・オレンジ・牛乳

胚芽米（未）、じゃが芋 鶏肉、牛乳、バター、○ヨー
グルト

◎バナナ、グリンピース、人参、
玉ねぎ、オレンジ

バナナ

※

焼き魚・バナナ
すき昆布煮・みそ汁

ヨーグルト

みそラーメン・フルーツポンチ
中華麺、サラダ、砂糖、○
油、○片栗粉、○米粉、○
砂糖

豚挽肉、昆布、煮干し、○牛
乳、○ホイップ

◎野菜ジュース、もやし、キャベ
ツ、みかん缶、パイン缶、バナ
ナ、コーン、人参、にんにく、
しょうが

麦茶
おにぎり

りんごハンバーグ・みかん
しょうゆフレンチ・みそ汁

胚芽米（未）、パン粉、
油、○炒りごま、○胚芽米

バナナ、玉ねぎ、コーン、クリー
ムコーン、人参 麦茶

菓子

豚挽肉、油揚げ、ちくわ、み
そ、卵、煮干し

◎バナナ、みかん、玉ねぎ、キャ
ベツ、もやし、りんご、ほうれん
草 バナナ

牛乳
スイート
ポテト

鮭のマリネ・みかん
小松菜の煮浸し・みそ汁

胚芽米（未）、油、片栗
粉、砂糖、焼麩、○さつま
芋、○砂糖

鮭、みそ、生わかめ、煮干
し、○無塩バター、○牛乳、
○卵黄、○生クリーム

◎りんご、みかん、小松菜、もや
し、玉ねぎ、人参、しめじ、きゅ
うり りんご

コーンシチュー・ふりかけ
バナナ・牛乳

胚芽米（未）、じゃが芋 牛乳、鶏肉、バター
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１０月の魚は、『サンマ』です。

サンマは黒潮周辺の海で生まれ成長とともに北上し、初夏に餌のプランク

トンが増加して最も豊富になる親潮水域に移動し索餌回遊をします。冷た

い親潮の中で栄養をたっぷりと摂りながら太り、産卵や南下回遊のため

のエネルギーをたくわえます。やがて親潮の動きに沿って移動を始める

のが８月半ばから秋。サンマの季節の到来です！

〈サンマの味噌蒲〉 (子ども一人分)

サンマ：４０ｇ

片栗粉： ４ｇ 〈作り方〉

しょうゆ：３ｇ ①サンマに片栗粉をまぶす。

みりん： ２ｇ ②油で揚げる。
砂 糖： ２ｇ ③鍋に★の調味料を入れ、一煮立ちさせる。

白みそ：0.5ｇ ④揚げたサンマを③でからめ、ごまを

油 ： ４ｇ ふりかけたら出来上がり！

１０月の旬の食材は【菊】です。

山形は食用の菊の生産が盛んで全国１位で

国内全体の６割を占めています。

食用菊の王様と呼ばれる『もって菊』は、正式名は「延命

楽」といい、山形では『もって菊』や『もってのほか』などの愛

称で親しまれていますね。由来は「もってのほかうまい」「天

皇の御紋である菊の花を食べるなんてもってのほか」など

諸説あります。

食用菊の香り成分には、興奮状態を鎮めリラックス効果

が期待できるようです。

親子で一緒にゆったりと、菊の花びらをちぎってクッキン

グしてみてはいかがですか！？

９月は、悦子先生が考案してくれたメニューでし

た♪十五夜だったことから、黄色のゼリーを月に

見立て、うさぎを上にのせました。みんな大好きな

ホワイトソースのパスタドリアでした。１０月は、杏

奈先生が考案してくれたメニューです☆

ハロウィーンなので、どんな

メニューか今から楽しみ

ですね♬

★完全給食、◎カミカミデー、🐟調理の会考案献立

魚デー、 旬の食材デー、※手作りおやつです。

◆発注の都合で、献立が変更になる場合がありま

す。ご了承ください。

★食育実践 旬の食材★🍀調理の会 庄内浜の魚デー🐟 🍀

♬お楽しみ献立♬

令和元年９月３０日

黒森保育園１０月 給 食 だ よ り




