
  

 

  

 

 

 

 

 

   

 

  

 

  

 

 

 

      

 

 文部科学省が 3 月に発表した「新型コロナウイルス

感染症に対応した学校再開ガイドライン」の中で、 

感染症対策のポイントとして、子どもたちの「抵抗力を

高めること」があげられています。そのためには、「免

疫力を高めるため、十分な睡眠、適度な運動やバランス

のとれた食事を心がける」とあります。 

米や大豆製品などの良質なたんぱく質がとれ、味噌や納

豆などの発酵食品を取り入れることで、より免疫力を高

めることができる和食。たんぽぽの給食は和食中心。 

子どもたちの免疫力アップにつなげていきたいです！ 

 10 月 1 日は十五夜です。1 年で一番お月様がキレイに見える

日です。平安時代に中国から伝わったお月見の風習は、江戸時代

に秋の収穫祭と結びついて人々に伝わりました。月のような丸い

お団子を食べると健康に過ごせるといわれ、また、ススキは月の

神様が宿って悪いものを追い払ってくれるといわれています。 

 10 月 1 日のおやつは、お月見団子です☆ 

たんぽぽ共同保育園給食室 2020 年(令和２年)10 月 

免疫を高めるバランスの良い食事を 

 鮭はピンクなのに白身魚！？ 

 魚は、筋肉中の血色素である「ミオグロビン」の量に

よって、赤身か白身かに分けられ、鮭はこの血色素の量

が少ないため、白身に分類されます。 

 鮭がピンク色なのは、赤い色素「アスタキサンチン」

をもっているプランクトン「オキアミ」なども餌として

食べているからです。 いただきますごちそうさま vol.73 より 

たんぽぽレシピ  

『青菜えのきツナの和え物』 

    ★青菜が苦手 克服できるかも？！ 

 

材料(1 人分)：ほうれんそう３０ｇ えのき１５ｇ 

      ツナ缶５ｇ 

 Ⓐ醤油 1.2ｇ 酢１ｇ 砂糖１ｇ 白すりごま１ｇ  

 

作り方 

① ほうれん草は茹でて、食べやすい大きさに切り、 

水気を絞る。 

② えのきは、食べやすい大きさにきり、さっと茹で、

水気を切る。 

③ ツナ缶は汁気をきっておく。 

④ ①・②・③・Ⓐを合わせ、出来上がり。 

 みんな知ってる？ 鮭の不思議 



  ｴﾈﾙｷﾞｰ(Kcal)
蛋白質（ｇ）
脂質（ｇ）
塩分（ｇ）

(　 )は未満児

ごはん お月見だんご 483.5(448.2)

肉じゃが すまし汁(玉葱・わかめ) 15.4(14.1)

青菜えのきツナの和えもの 巨峰 7.6(6.9)

味噌汁(大根・長葱) 2.1(2.0)

ごはん きつねうどん 466.0(431.0)

豆腐とひじきのハンバーグ 梨 15.3(14.1)

蒸し南瓜  五目味噌きんぴら 8.4(7.7)

味噌汁(キャベツ・玉葱) 2.8(2.7)

こぎつねごはん(土曜日用) 豆パン 549.7(513.9)

きゃべつもやししめじ炒め 牛乳 17.4(16.4)

さつま芋煮 みかん 11.2(10.8)

味噌汁(大根・玉葱) 2.0(1.8)

ごはん 蒸しパン 511.3(475.7)

かじきのチーズ焼き 牛乳 20.0(18.5)

蒸し南瓜　スパサラ(卵なしマヨ) 梨 11.9(11.2)

味噌汁(キャベツ・切干し大根) 1.4(1.3)

ごはん しらす昆布おにぎり 526.2(488.7)

麻婆豆腐 すまし汁(玉葱・麩) 18.5(17.1)

春雨サラダ(錦糸卵なし・鶏ささみ入り) りんご 10.3(9.4)

ワンタンスープ 2.1(2.0)

ごはん マカロニきな粉和え 486.9(453.9)

鰆の西京焼き 牛乳 20.0(18.6)

さつま芋煮　切り干し大根煮 みかん 11.1(10.4)

味噌汁(白菜・なめこ) 1.3(1.2)

ごはん サンドイッチ 491.5(459.0)

ポークビーンズ 牛乳 19.5(18.2)

ブロッコリーと人参のごまサラダ 柿 13.7(13.1)

味噌汁(キャベツ・玉葱) 1.7(1.6)

ごはん 和風スパゲティ 572.1(532.1)

松風焼き 牛乳 24.7(23.0)

ネバネバ和え(人参) 梨 17.4(16.2)

味噌汁(さつま芋・キャベツ) 1.5(1.4)

刻み昆布の混ぜご飯 チーズパン 552.9(517.3)

しらす入り野菜炒め 牛乳 17.6(16.7)

ごまポテト 巨峰 13.0(12.5)

味噌汁(大根・麩) 2.3(2.1)

ごはん シュガートースト 490.9(458.5)

タンドリーチキン　蒸し南瓜 牛乳 21.9(20.3)

切り昆布と野菜の煮物 みかん 12.7(12.1)

味噌汁(キャベツ・豆腐) 1.8(1.7)

ごはん わらびもち 499.3(460.8)

鮭フライ　人参甘煮 牛乳 19.8(18.2)

ポテトサラダ(卵なしマヨ) 梨 11.8(11.1)

味噌汁(大根・長葱) 1.3(1.2)

カレーライス（じゃが芋） 野菜クラッカー 679.4(631.9)

大根サラダ 牛乳 19.4(17.9)

野菜スープ(レタス・えのき) りんご 18.9(17.9)

2.4(2.2)

ごはん 焼きもろこしおにぎり 455.9(424.7)

かれいの煮魚　さつま芋煮 すまし汁(玉葱・わかめ) 19.5(17.8)

青菜人参こんにゃく白和え 柿 4.1(3.7)

味噌汁(キャベツ・えのき) 2.3(2.1)

たんぽぽ共同保育園　予定献立表2020年10月

日
曜
日

昼　　食 おやつ 血や肉をつくるもの 熱や力となるもの 体の調子を整えるもの

献　立 材　料　名

01 木
豚肉(ロース)、ツナ
水煮缶、米みそ（淡

色辛みそ）

七分つき米、じゃがい
も、しらたき、三温糖、

ごま、片栗粉、油

ほうれんそう、たまねぎ、ぶ
どう、えのきたけ、だいこ

ん、にんじん、ねぎ、いんげ
ん、生わかめ、しょうが

02 金
木綿豆腐、豚ひき

肉、米みそ（淡色辛
みそ）、油揚げ

七分つき米、干しうど
ん、パン粉、板こん
にゃく、三温糖、ご
ま、ごま油、片栗粉

たまねぎ、なし、かぼちゃ、
にんじん、キャベツ、れんこ
ん、ごぼう、まいたけ、ひじ

き

03 土

牛乳、ツナ水煮缶、
鶏ひき肉、米みそ
（淡色辛みそ）、油
揚げ、ひよこまめ

（ゆで）

七分つき米、ロール
パン、さつまいも、

油、三温糖

みかん、キャベツ、緑豆も
やし、だいこん、たまねぎ、
しめじ、にんじん、コーン缶

05 月
牛乳、かじき、ピザ
用チーズ、米みそ

（淡色辛みそ）

七分つき米、ホット
ケーキ粉、スパゲ

ティ、マヨネーズ、三
温糖、パン粉

なし、かぼちゃ、にんじん、
キャベツ、きゅうり、コーン
缶、干しぶどう、切り干しだ

いこん、あおのり

06 火

木綿豆腐、豚ひき
肉、鶏ささ身、しら
す干し、米みそ（淡
色辛みそ）、かつお

節

七分つき米、はるさ
め、焼ふ、ワンタンの
皮、ごま油、三温糖、

片栗粉、ごま

たまねぎ、りんご、にんじ
ん、きゅうり、キャベツ、しい
たけ、ねぎ、コーン缶、に

ら、刻みこんぶ、にんにく、
あおのり

07 水
牛乳、さわら、米み
そ（淡色辛みそ）、
油揚げ、きな粉

七分つき米、さつまい
も、マカロニ、三温

糖、ごま油

みかん、はくさい、なめこ、
にんじん、切り干しだいこ

ん、しいたけ

08 木

牛乳、だいず水煮
缶詰、豚肉(ロー
ス)、ピザ用チー

ズ、米みそ（淡色辛
みそ）

七分つき米、食パン、
三温糖、すりごま、油

たまねぎ、ブロッコリー、か
き、キャベツ、ホールトマト
缶詰、にんじん、まいたけ、

ピーマン、コーン缶

09 金

牛乳、豚ひき肉、挽
きわり納豆、鶏ひき
肉、米みそ（淡色辛
みそ）、しらす干し、

バター

七分つき米、さつまい
も、スパゲティ、パン

粉、ごま、油

なし、たまねぎ、こまつな、キャベ
ツ、にんじん、しめじ、焼きのり

10 土

牛乳、豚ひき肉、と
ろけるチーズ、米み
そ（淡色辛みそ）、

しらす干し

七分つき米、ロール
パン、じゃがいも、焼

ふ、油、すりごま

キャベツ、ぶどう、だいこ
ん、たまねぎ、にんじん、い

んげん、刻みこんぶ

12 月

牛乳、鶏もも肉、木
綿豆腐、ヨーグルト
(無糖)、米みそ（淡

色辛みそ）、バ
ター、油揚げ

七分つき米、食パン、
三温糖、グラニュー

糖、油

みかん、かぼちゃ、キャベ
ツ、にんじん、しめじ、刻み

こんぶ、にんにく

13 火
牛乳、さけ、米みそ
（淡色辛みそ）、き

な粉

七分つき米、じゃがい
も、パン粉、片栗粉、
小麦粉、油、三温糖、

マヨネーズ

なし、にんじん、だいこん、
きゅうり、ねぎ、コーン缶

14 水
牛乳、豚ひき肉、ツ

ナ水煮缶

七分つき米、じゃがい
も、小麦粉、マーガリ

ン、三温糖、油

だいこん、たまねぎ、りん
ご、にんじん、ブロッコ

リー、レタス、えのきたけ、
生わかめ、あおのり

15 木
かれい、木綿豆

腐、米みそ（淡色辛
みそ）

七分つき米、さつまい
も、しらたき、三温糖、

すりごま、油

かき、ほうれんそう、にんじん、
キャベツ、たまねぎ、コーン缶、
えのきたけ、生わかめ、しょう

が

☆市場の都合により、献立を変更することがあります。ご了承ください。

☆給食の事で、ご質問などありましたら、お気軽に給食室までどうぞ♪

☆お米は、産地直送の庄内米を使用しています。(七分つき米を使用)



  ｴﾈﾙｷﾞｰ(Kcal)
蛋白質（ｇ）
脂質（ｇ）
塩分（ｇ）

(　 )は未満児

日
曜
日

昼　　食 おやつ 血や肉をつくるもの 熱や力となるもの 体の調子を整えるもの

献　立 材　料　名

ごはん ポテト餅 483.3(450.3)

ごぼうハンバーグ 牛乳 19.2(17.9)

もやし小松菜人参おかか和え マスカット 13.4(12.6)

味噌汁(白菜・玉葱) 1.5(1.4)

ごはん 焼き芋 532.6(495.9)

鰤の照り焼き　蓮根煮 牛乳 19.8(18.2)

おからの煮物 柿 14.9(13.8)

味噌汁(キャベツ・なめこ) 1.4(1.3)

ごはん スパゲティミートソース 548.7(518.2)

高野豆腐の肉詰め 牛乳 22.1(20.9)

キャベツ胡瓜の甘酢和え 巨峰 14.3(13.8)

味噌汁(大根・長葱) 1.8(1.7)

ごはん じゃこトースト 507.5(474.1)

鶏の照り焼き　さつま芋煮 牛乳 22.9(21.3)

ひじきの煮物 梨 13.9(13.3)

味噌汁(白菜・玉葱) 2.0(1.9)

♪♪お誕生会♪♪ チーズスカロップ 616.9(578.7)

さつま芋ご飯　チキンフライ 牛乳 21.8(20.2)

ブロッコリーおかかあえ りんご寒天 20.0(19.1)

人参サラダ　味噌汁(キャベツ・豆腐) 1.8(1.6)

ごはん ごへいもち 486.8(454.2)

かれいの野菜あんかけ すまし汁(玉葱・麩) 19.5(17.9)

かぼちゃの含め煮 りんご 4.4(4.1)

味噌汁(大根・長葱) 1.9(1.8)

炊き込みごはん レーズンパン 562.9(525.5)

ツナ野菜炒め ヨーグルト 19.0(17.8)

さつま芋煮 みかん 8.2(7.7)

味噌汁(大根・わかめ) 2.2(2.0)

そぼろ丼(とりそぼろ) いももち 540.1(502.2)

きゅうりわかめしらすの酢の物 牛乳 20.1(18.6)

味噌汁(キャベツ・豆腐) 巨峰 11.0(10.3)

2.0(1.8)

ごはん もちもちパン 497.5(469.6)

筑前煮 牛乳 19.0(18.1)

紅白なます 柿 11.6(11.3)

味噌汁(白菜・玉葱) 1.7(1.5)

ごはん ピザトースト 555.3(517.0)

鯖の味噌煮　蒸し南瓜 牛乳 22.5(21.0)

五目豆 みかん 15.7(14.7)

味噌汁(キャベツ・長葱) 2.0(1.8)

ごはん 鮭おにぎり 491.8(458.4)

れんこんのつくね焼き すまし汁(万能ねぎ・麩) 20.7(19.3)

ネバネバ和え(人参) 梨 7.7(7.1)

味噌汁(キャベツ・玉葱) 1.8(1.7)

ごはん 具だくさんうどん 551.3(508.8)

秋刀魚の蒲焼(１階のクラスはカレイの煮魚) りんご 17.6(16.3)

さつま芋煮　小松菜人参もやし甘酢和え 16.3(14.7)

味噌汁(白菜・玉葱) 3.1(2.9)

ひじきごはん（豚ひき肉） 豆パン 525.7(491.6)

ツナ野菜炒め 牛乳 16.7(15.7)

青のりポテト 巨峰 10.8(10.4)

味噌汁(大根・麩) 1.7(1.6)

[ ３～５歳児 ] エネルギー510Kcal 蛋白質 20.8g 脂質 12.5g カルシウム 206mg 鉄分 2mg

[ １～２歳児 ] エネルギー 471Kcal 蛋白質 19.2g 脂質 11.6g カルシウム 194mg 鉄分 2mg

　　【献立の平均栄養価】

16 金

牛乳、豚ひき肉、ピ
ザ用チーズ、米み
そ（淡色辛みそ）、

かつお節

七分つき米、じゃがい
も、片栗粉、パン粉、

三温糖

緑豆もやし、たまねぎ、ぶ
どう、こまつな、はくさい、ご
ぼう、にんじん、焼きのり

19 月
牛乳、ぶり、おか

ら、豚ひき肉、米み
そ（淡色辛みそ）

さつまいも、七分つき
米、油、ごま、三温糖

かき、れんこん、キャベツ、
にんじん、なめこ、こまつな

20 火

牛乳、豚ひき肉、鶏
ひき肉、凍り豆腐、
米みそ（淡色辛み
そ）、粉チーズ、バ

ター

七分つき米、スパゲ
ティ、パン粉、三温

糖、油

キャベツ、たまねぎ、ぶど
う、だいこん、にんじん、

コーン缶、きゅうり、ホール
トマト缶詰、ねぎ、しいた

け、しょうが

21 水

牛乳、鶏もも肉、だ
いず水煮缶詰、しら
す干し、米みそ（淡
色辛みそ）、油揚げ

七分つき米、食パン、
さつまいも、マヨネー
ズ、しらたき、ごま、三

温糖、ごま油

なし、はくさい、たまねぎ、
にんじん、ごぼう、万能ね

ぎ、しいたけ、ひじき

22 木

牛乳、鶏もも肉、木
綿豆腐、バター、米

みそ（淡色辛み
そ）、粉チーズ、か

つお節

七分つき米、小麦
粉、さつまいも、パン
粉、油、砂糖、三温
糖、黒ごま、片栗粉

りんご天然果汁、ブロッコ
リー、緑豆もやし、にんじ
ん、こまつな、キャベツ、
コーン缶、かんてん（粉）

23 金
かれい、米みそ（淡

色辛みそ）

七分つき米、小麦
粉、三温糖、焼ふ、す
りごま、片栗粉、ごま

油

かぼちゃ、りんご、緑豆もや
し、だいこん、にんじん、た
まねぎ、エリンギ、ねぎ、い

んげん

24 土

ヨーグルト(加糖)、
鶏ひき肉、ツナ水

煮缶、米みそ（淡色
辛みそ）

七分つき米、ロール
パン、さつまいも、油

みかん、にんじん、チンゲ
ンサイ、たまねぎ、キャベ
ツ、だいこん、しめじ、干し

ぶどう、生わかめ

26 月

牛乳、鶏ひき肉、木
綿豆腐、しらす干

し、米みそ（淡色辛
みそ）、きな粉

七分つき米、さつまい
も、三温糖、ごま

きゅうり、ほうれんそう、ぶ
どう、キャベツ、しいたけ、
にんじん、生わかめ、しょう

が

27 火
牛乳、鶏もも肉、粉
チーズ、米みそ（淡

色辛みそ）

七分つき米、さとい
も、白玉粉、板こん
にゃく、ホットケーキ

粉、油、砂糖

だいこん、かき、にんじん、
れんこん、はくさい、たまね

ぎ、しいたけ、いんげん

30 金

31 土

牛乳、ツナ水煮缶、
豚ひき肉、米みそ
（淡色辛みそ）、ひ
よこまめ（ゆで）

七分つき米、ロール
パン、じゃがいも、焼

ふ、油、ごま

ぶどう、チンゲンサイ、たま
ねぎ、キャベツ、だいこん、
にんじん、ひじき、あおのり

28 水

牛乳、さば、だいず
水煮缶詰、ピザ用
チーズ、米みそ（淡

色辛みそ）

七分つき米、食パン、
板こんにゃく、三温

糖、油

みかん、かぼちゃ、キャベ
ツ、にんじん、ごぼう、たま
ねぎ、しいたけ、ねぎ、コー

ン缶、しょうが

29 木

鶏ひき肉、挽きわり
納豆、さけ、米みそ
（淡色辛みそ）、しら

す干し

七分つき米、片栗
粉、焼ふ、三温糖、ご

ま

なし、たまねぎ、れんこん、
こまつな、キャベツ、にんじ
ん、しいたけ、万能ねぎ、焼

きのり、しょうが

さんま、鶏もも肉、
米みそ（淡色辛み

そ）

七分つき米、干しうど
ん、さつまいも、油、

小麦粉、三温糖

りんご、緑豆もやし、こまつ
な、にんじん、たまねぎ、は

くさい、だいこん、コーン
缶、ごぼう
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