
令和３年 ９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
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　　　　☆食材の都合により、献立を変更する場合があります。ご了承ください。 　

　

アップルパイ、
牛乳

★誕生会メニュー★
ナン、キーマカレー、サラダ、パイナップ
ル、牛乳

米、ナン、○コーンフ
レーク、油、砂糖

牛乳、○アイスクリーム、○ヨーグル
ト(無糖)、鶏もも肉（皮付き）、豚ひき
肉、ハム、◎まめぴよ（豆乳飲料）バ
ナナ

パイナップル、たまねぎ、キャベツ、にんじ
ん、ブロッコリー、ピーマン、○ぶどう、コー
ン缶、しょうが

ごはん、かじき鮪の酢豚風、野菜のおか
か和え、ワンタンスープ、マスカットゼ
リー

米、片栗粉、油、砂糖、
○グラニュー糖

○おしどり牛乳１００ｍｌ、かじき、
ワンタン、かつお節、◎明治ブ
ルガリアのむヨーグルト

はくさい、○りんご（缶詰、たまねぎ、きゅう
り、にんじん、チンゲンサイ、たけのこ（水
煮）、葉ねぎ、ピーマン、干ししいたけ

さつまいも団
子、牛乳

日付 10時おやつ 昼食
　　　　　　　　　　　材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

3時おやつ

豆乳飲料まめ
ぴよ(いちご味)

★非常食メニュー★
白米（非常食α米）、ヒートレスカレー
（非常食）、フルーツ缶（非常食）、水

○油 豚肉、○おしどり牛乳１００ｍｌ、
○豆腐のナゲット、◎豆乳飲料
まめぴよ（いちご味）

パイン、もも、みかん、にんじん、じゃがい
も、たまねぎ

豆腐のナゲッ
ト、牛乳

のむヨーグルト ごはん、八宝菜、ブロッコリーと鶏むね
肉のサラダ、にら玉ねぎスープ、パイ
ナップル

米、○コーンブレッド、
片栗粉、ごま油、油

○おしどり牛乳１００ｍｌ、豚肉(もも)、
いか、鶏むね肉、しばえび、ごま、◎
明治ブルガリアのむヨーグルト

パイナップル、ブロッコリー、はくさい、たま
ねぎ、にんじん、たけのこ、チンゲンサイ、
にら、しめじ、コーン缶、干ししいたけ、しょ
うが

コーンブレッ
ド、牛乳

牛乳 たらもサンド、鮭のムニエルきのこソー
スがけ、ミネストローネ、キウイ

食パン、じゃがいも、マ
ヨネーズ、油、マカロ
ニ、片栗粉、小麦粉

○牛乳、べにさけ、バター、ベー
コン、たらこ、◎牛乳

たまねぎ、キウイフルーツ、ホールトマト缶
詰、キャベツ、しめじ、しいたけ、エリン
ギィ、にんじん、セロリー、にんにく

フルーチェ＆
リッツ、麦茶

ジョア そうめん、竹輪の青のり天ぷら、にんじ
んしりしり、バナナ

ゆでそうめん、○さつ
まいも、てんぷら粉、
油、○砂糖、ごま油

○おしどり牛乳１００ｍｌ、卵、錦
糸卵、ハム、○卵(黄)、○バ
ター、○生クリーム、かつお節

バナナ、にんじん、きゅうり、ミニトマト、あ
おのり

スイートポテ
ト、牛乳

のむヨーグルト

豆乳飲料まめ
ぴよ(バナナ味)

セレクトパン（やきそばパン、ホットドッ
ク）、レタスサラダ、キャベツスープ、オレ
ンジ

○さつまいも、コッペパ
ン、蒸し中華めん、○小麦
粉、○砂糖、油、○マーガ
リン

○おしどり牛乳１００ｍｌ、ウイン
ナー、○牛乳、豚肉(もも)、ベーコ
ン、ハム、◎まめぴよ（豆乳飲料）バ
ナナ

キャベツ、レタス、オレンジ、たまねぎ、きゅ
うり、にんじん、コーン缶、ピーマン、あお
のり

ミックスジュー
ス

ジャージャー麺、ブロッコリーカニかまサ
ラダ、グレープフルーツ、牛乳

ゆで中華めん、砂糖、
ごま油

牛乳、豚ひき肉、味噌、かにか
まぼこ、牛乳

グリーンアスパラガス、ブロッコリー、グレープフ
ルーツ、たまねぎ、たけのこ（水煮）、にんじん、
ねぎ、きゅうり、干ししいたけ、にんにく、しょう
が、◎ぶどう

ベニエ（アフリ
カ料理）、麦茶

のむヨーグルト ごはん、豚肉の生姜焼き、大根と人参の
ツナマヨ和え、みそ汁（わかめ・じゃがい
も・油揚げ）、りんご

米、じゃがいも、マヨド
レ、油

豚肉(ロース)、味噌、ツナ油漬
缶、油揚げ、かつお節、◎明治
ブルガリアのむヨーグルト

もやし、たまねぎ、だいこん、りんご、にん
じん、コーン缶、しょうが、にんにく、乾燥わ
かめ(素干し水戻し)

かき氷、麦茶

牛乳 食パン（いちご＆マーガリン）、チーズハ
ンバーグ、キャベツとウインナーのソ
テー、きのこスープ、バナナ

食パン8枚切り、○米、
油、パン粉

豚ひき肉、○挽きわり納豆、ウイ
ンナー、プロセスチーズ、ベーコ
ン、◎牛乳

たまねぎ、バナナ、キャベツ、ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｽﾊﾟｯｸｼﾞｬﾑ
（いちご＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ）、にんじん、しめじ、こまつ
な、コーン缶、えのきたけ、○焼きのり、にんにく

納豆軍艦巻
き、麦茶

ジョア 冷し中華、豆腐チャンプル、グレープフ
ルーツ、牛乳

ゆで中華めん、油、砂
糖

牛乳、○アイスクリーム、豚肉
(ばら)、ハム、焼き豆腐、錦糸
卵、卵

グレープフルーツ、もやし、きゅうり、にんじ
ん

ミニアイス（パ
ナップorうずまき

ソフト）、麦茶

肉巻きおにぎ
り、麦茶

豆乳飲料まめ
ぴよ(いちご味)

★精進料理メニュー★
海苔佃煮ごはん、ひりょうず、ほうれん
草のごま和え、根菜汁、パイナップル

米、○ミニアスパラガス
ビスケット、油、片栗
粉、砂糖

○おしどり牛乳１００ｍｌ、木綿豆腐、
米みそ（淡色辛みそ）、油揚げ、すり
ごま、◎豆乳飲料まめぴよ（いちご
味）

ほうれんそう、パイナップル、○なし、にん
じん、だいこん、れんこん、ごぼう、いんげ
ん、しいたけ、ひじき、焼きのり

八王子産梨、ミ
ニアスパラガス
ビスケット、牛乳

牛乳

ビスケット・牛
乳

冷やしらーめん、春巻き、ポテトサラダ、
オレンジ

ゆで中華めん、じゃが
いも、春巻き、○米、マ
ヨドレ、油、○砂糖、ご
ま油

○豚肉(ばら)、焼き豚、ハム、○
ごま、◎牛乳

オレンジ、もやし、きゅうり、こまつな、にん
じん、コーン缶、刻みのり

たらもサンド、白身魚のムニエルきのこ
ソースがけ、ミネストローネ、キウイ

食パン、じゃがいも、マ
ヨネーズ、油、マカロ
ニ、小麦粉

○牛乳、すずき、バター、ベーコ
ン、たらこ、◎牛乳

たまねぎ、キウイフルーツ、ホールトマト缶
詰、キャベツ、しめじ、しいたけ、エリン
ギィ、にんじん、セロリー、にんにく

のむヨーグルト ごはん、八宝菜、ブロッコリーと鶏むね
肉のサラダ、にら玉ねぎスープ、パイ
ナップル

米、片栗粉、○グラ
ニュー糖、ごま油、油

○おしどり牛乳１００ｍｌ、豚肉(もも)、
いか、鶏むね肉、しばえび、ごま、◎
明治ブルガリアのむヨーグルト

パイナップル、ブロッコリー、はくさい、○りんご
（缶詰、たまねぎ、にんじん、たけのこ、チンゲン
サイ、にら、しめじ、コーン缶、干ししいたけ、しょ
うが

アップルパイ、
牛乳

牛乳 赤飯、焼鮭、筑前煮、清し汁（豆腐・えの
き・三つ葉）、梨

赤飯、さといも、○砂
糖、○小麦粉、砂糖、
○黒砂糖、ごま油

○おしどり牛乳１００ｍｌ、べにさ
け、○こしあん（生）、鶏もも肉、
絹ごし豆腐、◎牛乳

なし、れんこん、たけのこ（水煮）、にんじ
ん、ごぼう、糸みつば、えのきたけ、いんげ
ん、干ししいたけ

手作りミニ饅
頭、牛乳

ジョア 鶏肉とトマトのスパゲティ、フレンチサラ
ダ、りんご

スパゲティー、油 ○おしどり牛乳１００ｍｌ、鶏もも
肉（皮付き）

りんご、たまねぎ、ブロッコリー、キャベツ、
ホールトマト缶詰、カリフラワー、コーン缶

今川焼き（ク
リーム）、牛乳

のむヨーグルト ジャージャー麺、ブロッコリーカニかまサ
ラダ、グレープフルーツ、牛乳

ゆで中華めん、○さつま
いも、○小麦粉、○砂糖、
○マーガリン、砂糖、ごま
油

牛乳、豚ひき肉、○牛乳、味噌、
かにかまぼこ、◎明治ブルガリ
アのむヨーグルト

グリーンアスパラガス、ブロッコリー、グレープフ
ルーツ、たまねぎ、たけのこ（水煮）、にんじん、
ねぎ、きゅうり、干ししいたけ、にんにく、しょうが

さつまいも団
子、麦茶

牛乳 セレクトパン（やきそばパン、ホットドッ
ク）、レタスサラダ、キャベツスープ、オレ
ンジ

コッペパン、○もち米、
蒸し中華めん、○米、
油、○砂糖

ウインナー、○つぶしあん、豚肉(も
も)、ベーコン、ハム、○すりごま、○
きな粉、◎牛乳

キャベツ、レタス、オレンジ、たまねぎ、きゅ
うり、にんじん、コーン缶、ピーマン、あお
のり

おはぎ（お彼
岸）、麦茶

豆乳飲料まめ
ぴよ(バナナ味)

ミニぶどうパ
フェ、麦茶

ジョア サラダうどん、インディアンポテト、オレ
ンジ、牛乳

ゆでうどん、じゃがい
も、マヨドレ、油

牛乳、ツナ油漬缶、ベーコン オレンジ、たまねぎ、レタス、いんげん、ミ
ニトマト、コーン缶、きゅうり、刻みのり

フルーツ入り
ゼリー、ビス
コ、麦茶

のむヨーグルト 食パン（いちご＆マーガリン）、チーズハ
ンバーグ、キャベツとウインナーのソ
テー、きのこスープ、バナナ

食パン8枚切り、○米、
油、パン粉

豚ひき肉、○挽きわり納豆、ウイン
ナー、プロセスチーズ、ベーコン、◎
明治ブルガリアのむヨーグルト

たまねぎ、バナナ、キャベツ、ﾃﾞｨｽﾍﾟﾝｽﾊﾟｯｸｼﾞｬﾑ
（いちご＆ﾏｰｶﾞﾘﾝ）、にんじん、しめじ、こまつ
な、コーン缶、えのきたけ、○焼きのり、にんにく

納豆軍艦巻
き、麦茶

牛乳 ごはん、豚肉の生姜焼き、大根と人参の
ツナマヨ和え、みそ汁（わかめ・じゃがい
も・油揚げ）、りんご

米、じゃがいも、マヨド
レ、油

豚肉(ロース)、味噌、ツナ油漬
缶、油揚げ、かつお節、◎牛乳

もやし、たまねぎ、だいこん、りんご、にん
じん、コーン缶、しょうが、にんにく、乾燥わ
かめ(素干し水戻し)

かき氷、麦茶

牛乳 冷やしらーめん、揚げワンタン、ポテトサ
ラダ、オレンジ

ゆで中華めん、じゃが
いも、○米、マヨドレ、
油、○砂糖、ごま油

ワンタン、○豚肉(ばら)、焼き
豚、ハム、○ごま、◎牛乳

オレンジ、もやし、きゅうり、こまつな、にん
じん、コーン缶、刻みのり

肉巻きおにぎ
り、麦茶

フルーチェ＆
ウエハース、
麦茶

豆乳飲料まめ
ぴよ(いちご味)

ごはん、かじき鮪の酢豚風、野菜のおか
か和え、中華スープ、マスカットゼリー

米、○ミニアスパラガス
ビスケット、片栗粉、
油、砂糖

○おしどり牛乳１００ｍｌ、かじき、
ワンタン、かつお節、◎豆乳飲
料まめぴよ（いちご味）

はくさい、○なし、たまねぎ、きゅうり、にんじん、
チンゲンサイ、たけのこ（水煮）、葉ねぎ、ピーマ
ン、干ししいたけ

八王子産梨、ミ
ニアスパラガス
ビスケット、牛乳

社会福祉法人多摩養育園
光明第七保育園

☆ 一日あたりの平均給与量 ☆
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 551kcal   18.7g   20.0g   205mg  2.40mg  134μｇ 0.33mg   0.31mg  31mg
3歳未満児 515kcal   18.1g   18.1g   286mg  2.30mg  119μｇ 0.30mg   0.37mg  27mg

９/２２ お彼岸 おやつにおはぎを出します

９/ １ 防災の日 給食に非常食を食べます＜行事食＞

＜食育＞ ・箸の持ち方の確認とそしゃく指導（幼児クラス）
・ミックスジュース作り見学（乳児クラス）




