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おやつ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1550kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1594kcal
蛋白質 60.7ｇ 蛋白質 60ｇ
脂質 35.8ｇ 脂質 45.6ｇ
炭水化物 256.9ｇ 炭水化物 245.5ｇ
食塩 7.1ｇ 食塩 6.1ｇ

おやつ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1606kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1548kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1666kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1558kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1520kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1523kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1501kcal
蛋白質 77.2ｇ 蛋白質 50.2ｇ 蛋白質 56ｇ 蛋白質 66ｇ 蛋白質 46.2ｇ 蛋白質 59.8ｇ 蛋白質 60.1ｇ
脂質 51.5ｇ 脂質 36.3ｇ 脂質 53.2ｇ 脂質 50.9ｇ 脂質 37.5ｇ 脂質 46.2ｇ 脂質 38.6ｇ
炭水化物 223.4ｇ 炭水化物 264.1ｇ 炭水化物 252.5ｇ 炭水化物 219.8ｇ 炭水化物 261.7ｇ 炭水化物 227.9ｇ 炭水化物 237.8ｇ
食塩 9.3ｇ 食塩 6.3ｇ 食塩 6.3ｇ 食塩 7.1ｇ 食塩 6.6ｇ 食塩 7.2ｇ 食塩 6.3ｇ

令和04年10月03日(月)

昼

夕

栄

養

価

朝

昼

夕

栄

養

価

朝

10月の予定献立表　　

みそ汁(かぶ葉・おつゆ麩）お吸物（椎茸・とろろ昆布） お吸物（蒲鉾・白菜） お吸物(チンゲン菜・椎茸) お吸物（小花麩・みつ葉） お吸物（はんぺん・ねぎ） 中華スープ（しい・ほうれん草）

冬瓜の土佐煮
キャベツの桜エビの和え物 もやしのサラダ うずら豆 キャベツの酢味噌和え 菜の花の和え物 春雨サラダ 白菜の和え物
豚バラ大根 かぼちゃの甘煮 なすのみそ炒め じゃが芋のポトフ 大根と竹輪の煮物 豆腐しゅうまい

御飯
ぶりの照り煮 豚肉の玉葱ソース炒め めぬけのおろし煮 鶏肉の生姜焼き 白身魚のレモン蒸し 回鍋肉 千草焼き
御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

みそ汁(卵･みつ葉)
フルーチェみかん 上用饅頭 プリン 杏仁豆腐 メロンゼリー いちご蒸しパン やわらかおかき(きなこ)

中華スープ（しめじ・春雨） コンソメスープ(ほうれん・人参) みそ汁(豆腐・豆苗) お吸物(素麺・きぬさや) みそ汁（さつま芋・葱)

ごぼうの炒り煮
フルーツ缶（マンゴー） フルーツ缶（洋梨） りんごヨーグルト フルーツ缶（白桃） フルーツ（オレンジ） ぶどうゼリー

フルーツ(柿） 肉しゅうまい スパゲティーサラダ かぶと油揚げの含め煮 アスパラサラダ 厚揚げのくず煮

ゆかりご飯
えびとほうれん草の炒め物 かに玉 ポークチャップ ぶり大根 焼き栗コロッケ あじの漬け焼き 鶏肉の柚子こしょう焼き
肉うどん 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

みそ汁(じゃが芋･豆苗)
牛乳 ジョア 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
みそ汁(水菜･おつゆ麩) みそ汁(玉葱･春菊) みそ汁(さつま芋･大根葉) コーンスープ みそ汁(玉葱･うずまき麩) みそ汁（小松菜・おつゆ麩)

しろなの和え物
ふりかけ(のりたま) のり佃煮 ふりかけ(さけ) マーガリン うめびしお ふりかけ(たらこ) ふりかけ(しそ)
いんげんのごま醤油和え ほうれん草のお浸し オクラの生姜和え ブロッコリーサラダ 青梗菜の和え物 オクラのなめたけ和え

御飯
炒り豆腐 和風チキンオムレツ 肉詰めいなりの煮物 ミートボール がんもの煮物 スクランブルエッグ 豆腐とかにかまの炒め物
御飯 御飯 御飯 黒糖食パン 御飯 御飯

令和04年10月04日(火) 令和04年10月05日(水) 令和04年10月06日(木) 令和04年10月07日(金) 令和04年10月08日(土) 令和04年10月09日(日)

フレンチサラダ
みそ汁(冬瓜･大根葉) コンソメスープ(かぶ・かぶ葉)

白菜のドレッシングがけ

鶏肉のカレー風味焼き
マカロニのケチャップソテーひじきの煮物

御飯
赤魚のみりん焼き
御飯

ショコラプチケーキ

里芋のゆず味噌がけ

練りきり(紅葉)

みそ汁(もやし・白玉麩）
フルーツ缶(白桃）

お吸物（生麩・絹さや）

茶碗蒸し
かぶとつみれの炊き合わせ

＜お朔日膳＞

天ぷら盛り合わせ

御飯
牛乳

赤飯 揚げ豆腐の野菜あん

牛乳
みそ汁(南瓜･豆苗)

大根の和風和え

みそ汁(小松菜･うずまき麩)

青梗菜のおかか和え
五目卵焼き

ふりかけ(かつお) うめびしお

さつま揚げの甘辛煮

令和04年10月01日(土) 令和04年10月02日(日)
御飯 御飯
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ｴﾈﾙｷﾞｰ 1655kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1599kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1662kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1608kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1566kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1565kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1571kcal
蛋白質 54.2ｇ 蛋白質 62ｇ 蛋白質 59.5ｇ 蛋白質 58.6ｇ 蛋白質 62.2ｇ 蛋白質 63.4ｇ 蛋白質 56.6ｇ
脂質 49.1ｇ 脂質 43.9ｇ 脂質 46.1ｇ 脂質 55.8ｇ 脂質 38.5ｇ 脂質 34ｇ 脂質 43ｇ
炭水化物 257.7ｇ 炭水化物 247.4ｇ 炭水化物 264.2ｇ 炭水化物 228.4ｇ 炭水化物 253.8ｇ 炭水化物 260.5ｇ 炭水化物 248ｇ
食塩 7.3ｇ 食塩 7.4ｇ 食塩 6.5ｇ 食塩 8.7ｇ 食塩 7.9ｇ 食塩 7.2ｇ 食塩 6.9ｇ

おやつ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1620kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1503kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1615kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1589kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1523kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1559kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1575kcal
蛋白質 59.6ｇ 蛋白質 56.8ｇ 蛋白質 62.1ｇ 蛋白質 51.1ｇ 蛋白質 55.8ｇ 蛋白質 67.2ｇ 蛋白質 60.8ｇ
脂質 44.2ｇ 脂質 43.7ｇ 脂質 44.8ｇ 脂質 51.9ｇ 脂質 41.1ｇ 脂質 33.9ｇ 脂質 53ｇ
炭水化物 259ｇ 炭水化物 230ｇ 炭水化物 253.5ｇ 炭水化物 239.4ｇ 炭水化物 242.6ｇ 炭水化物 252.8ｇ 炭水化物 225.2ｇ
食塩 6.7ｇ 食塩 9.5ｇ 食塩 6.3ｇ 食塩 5.9ｇ 食塩 6.2ｇ 食塩 6.8ｇ 食塩 6.7ｇ

令和04年10月10日(月)

令和04年10月17日(月)

夕

栄

養

価

朝

昼

夕

栄

養

価

朝

昼

お

や

つ 　  チーズケーキ

ずんだどら焼き きなこムース マンゴープリン バニラクレープ   〈えらべるおやつ〉 　きんとん 和風パンケーキ

マカロニサラダ
お吸物（そうめん・白菜) お吸物（小松菜・とろろ昆布） 中華スープ（春雨・大根葉） 中華スープ(春雨・にら) コンソメスープ（冬瓜・みつ葉） みそ汁(水菜・里芋) みそ汁(油揚げ・大根葉）
春雨サラダ さつまいもサラダ 中華和え マカロニサラダ オニオンサラダ ほうれん草の和え物

鶏肉のごま醤油焼き
ひじきの煮物 畑菜の炒め物 海鮮シューマイ さつま芋のりんご煮 じゃが芋のポトフ 大根きんぴら いんげんの炒め物
かに入り卵焼き和風あんかけ さわらのさっぱり煮 牛肉の中華炒め 豆腐の旨煮 チキンピカタ 五目卵焼き

やわらかおかき(のり塩)
御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯
いちごプリン ライチゼリー 黒糖饅頭 マロンババロア 抹茶ゼリー レアチーズムース

長芋とろろ
お吸物(素麺・水菜) かき玉汁 お吸い物(はんぺん・豆苗) お吸物（小花麩・葱） ミネストローネ 中華スープ(キャベツ･人参)
みかんヨーグルト フルーツ缶（洋梨） 柿のゼリー フルーツ缶（マンゴー） フルーツヨーグルト

ぶりの漬け焼き
れんこんきんぴら フルーツ缶（カクテル） なすとピーマンの炒め物 鮭の秋野菜蒸し しろなの錦糸和え アスパラソテー 青梗菜の和え物
さばの味噌煮 卵豆腐の野菜あんかけ たらの南蛮漬け 吹き寄せちらし寿司 さんまと厚揚げの生姜煮 鶏肉のデミグラスソースかけ

牛乳
御飯 おかめそば 御飯 ＜秋の収穫祭＞ 御飯 御飯 御飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ジョア

えびみそ
みそ汁(里芋･きぬさや) みそ汁(玉葱･しめじ） みそ汁(うず巻き麩･えのき） 牛乳 みそ汁(もやし･かぶ葉） みそ汁(春菊･白玉麩) みそ汁(うまい菜･えのき)
ふりかけ（たらこ） ふりかけ(しそ) たいみそ ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（青梗菜・コーン） のり佃煮 ふりかけ（かつお）

肉詰めいなりの煮物
いんげんのピーナッツ和え アスパラのくるみ和え オクラの和風サラダ ほうれん草のドレッシングがけ しらすと胡瓜の生姜和え 温泉卵 揚げなすの香味ドレッシング

厚揚げの甘辛煮 野菜ソテー がんもと冬瓜の煮物 ウィンナーとかぶのポトフ 高野豆腐の含め煮 豆腐と野菜のくず煮

令和04年10月23日(日)
御飯 御飯 御飯 マーブル食パン 御飯 御飯 御飯

みそ汁(豆腐･葱)

令和04年10月18日(火) 令和04年10月19日(水) 令和04年10月20日(木) 令和04年10月21日(金) 令和04年10月22日(土)

みそ汁(白玉麩･しいたけ) みそ汁（油揚げ・大根） お吸物（小花麩・みつ葉） ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（かぶ・大根葉） みそ汁（小松菜・うず巻き麩） みそ汁(キャベツ・油揚げ）

じゃが芋のバター炒め
もやしのポン酢和えコールスローサラダ 白菜のサラダ キャベツのゆかり和え 野菜サラダ 香の物（つぼ漬け） ほうれん草の和え物

海老と厚揚げの塩炒め
御飯 御飯

なすの含め煮 レバー炒め かぼちゃの煮物 もやしのソテー マカロニサラダ 里芋の煮っころがし
白身魚のトマトソースかけ かれいの煮付け 豆腐ハンバーグ ハンバーグのトマトソースかけ たらのきのこ蒸し 鶏肉の柚子こしょうソース

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

 　  抹茶ムース

お吸物（白玉麩・大根葉）

フルーツ缶（りんご）
フルーツ缶(りんご) 中華スープ(冬瓜・大根葉) ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（小松菜・コーン） みそ汁（なす・豆苗) ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（ベーコン・しろ菜） お吸物(小花麩・みつ葉) みそ汁(キャベツ・えのき)
ポテトサラダ フルーツ缶（みかん） フルーツ缶(カクテル) フルーツ缶（洋梨） フルーツ(バナナ) フルーツ缶(黄桃)

かれいのパン粉焼き
鶏のから揚げ 焼きビーフン キャロットサラダ 肉じゃが フレンチサラダ なすの揚げ浸し かぼちゃサラダ
わかめおにぎり 八宝菜 鶏肉のタルタル焼き さばの塩焼き ビーフカレー あじの味噌焼き

牛乳
＜スポーツの日＞ 御飯 御飯 きのこ御飯 御飯 御飯 御飯
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ジョア 牛乳

うめびしお
みそ汁(うずまき麩･しめじ) みそ汁(もやし・いんげん) みそ汁(おつゆ麩･水菜) ポタージュスープ みそ汁(豆腐･かぶ葉) みそ汁(さつま芋･いんげん) みそ汁(水菜・おつゆ麩)
ふりかけ(のりたま) のり佃煮 ふりかけ(さけ) いちごジャム たいみそ ふりかけ(カツオ)

大根のそぼろあん
大根のごま醤油和え ポテトサラダ なすの和風サラダ いんげんのサラダ オクラのお浸し チンゲン菜炒め 白菜の和え物
野菜つみれの炊き合わせ 豆腐のそぼろがけ 魚肉ｿｰｾｰｼﾞとﾋﾟｰﾏﾝの炒め煮 スクランブルエッグ 里芋とさつま揚げの含め煮 納豆

令和04年10月16日(日)
御飯 御飯 御飯 食パン 御飯 御飯 御飯

令和04年10月11日(火) 令和04年10月12日(水) 令和04年10月13日(木) 令和04年10月14日(金) 令和04年10月15日(土)
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おやつ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1581kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1568kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1687kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1629kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1547kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1565kcal ｴﾈﾙｷﾞｰ 1559kcal
蛋白質 63.6ｇ 蛋白質 62.4ｇ 蛋白質 54.8ｇ 蛋白質 62.9ｇ 蛋白質 69.6ｇ 蛋白質 59.2ｇ 蛋白質 59.5ｇ
脂質 44.8ｇ 脂質 38.8ｇ 脂質 50.3ｇ 脂質 53ｇ 脂質 41.4ｇ 脂質 34.4ｇ 脂質 42.2ｇ
炭水化物 245.5ｇ 炭水化物 253.6ｇ 炭水化物 266.5ｇ 炭水化物 236ｇ 炭水化物 229.5ｇ 炭水化物 268.7ｇ 炭水化物 244.3ｇ
食塩 7.8ｇ 食塩 8.3ｇ 食塩 6.9ｇ 食塩 7.1ｇ 食塩 9.4ｇ 食塩 7.5ｇ 食塩 6.8ｇ

おやつ

ｴﾈﾙｷﾞｰ 1589kcal
蛋白質 50.7ｇ
脂質 35.1ｇ
炭水化物 277.6ｇ
食塩 8.1ｇ

夕

栄

養

価

令和04年10月24日(月)

令和04年10月31日(月)

朝

昼

夕

栄

養

価

朝

昼

みそ汁(なす・小松菜)
しろなの錦糸和え
スパゲティーサラダ
赤魚のきのこ蒸し
御飯
パンプキンマフィン
ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（小松菜・トマト）

フルーツ（りんご）
紫キャベツのコールスロー

かぼちゃのクリームシチュー

御飯
       ハロウィン
ジョア
みそ汁(油揚げ･いんげん)
ふりかけ(たらこ)
白菜の和え物
オムレツ
御飯

お吸物（しろ菜・ねぎ）お吸物(そうめん・三つ葉) お吸物（豆苗・とろろ昆布） 中華スープ(大根・大根葉) みそ汁(えのき・いんげん) ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（コーン・チンゲン菜） お吸物（小松菜・小花麩）

切干大根の煮物
ブロッコリーのごま和え 菜の花のごま和え 青菜のナムル しろなの和え物 ブロッコリーサラダ 白菜ときのこの柚子風味和え もやしの和え物
ベーコンともやしの炒め物 かぶとがんもの煮物 南瓜しゅうまい 冬瓜の土佐煮 ジャーマンポテト レバーとごぼうの旨煮

御飯
さばの味噌煮 鶏肉のゆず胡椒炒め 青椒肉絲 白身魚のナッツ焼き 煮込みハンバーグ 和風卵焼き 鶏肉の照り焼き
御飯 御飯 御飯 御飯 御飯 御飯

みそ汁(キャベツ・豆腐）

いちごムース 吹雪饅頭 黒糖ゼリー ロールケーキ ほうじ茶プリン 今川焼き オレンジゼリー
ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（人参・菜の花） みそ汁(卵・葱) みそ汁(かぶ･椎茸) みそ汁(かぶ・かぶ葉)

れんこんの甘辛炒め
フルーツ缶(パイン) 中華スープ(小松菜･椎茸) フルーツ缶（黄桃） 季節の果物(いちじく) フルーツ（梨） フルーツ缶（カクテル） フルーツ缶（みかん）
カリフラワーのサラダ フルーツヨーグルト きのこのポトフ なすの味噌炒め ちゃんちゃん焼き 大根と蒟蒻の味噌田楽

ゆかりご飯
ミートローフ 焼餃子 チーズのかぼちゃ包み揚げ 肉豆腐 函館塩ラーメン 鶏の治部煮 かれいの揚げおろし煮
御飯 高菜チャーハン 御飯 御飯 ＜郷土料理・北海道＞ 御飯

みそ汁(青菜･おつゆ麩）
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ジョア 牛乳 牛乳
みそ汁(大根･おつゆ麩) みそ汁（冬瓜・かぶ葉） みそ汁(しろな･うず巻き麩) ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（しめじ・人参） みそ汁(白玉麩･油揚げ) みそ汁(玉葱･絹さや)

豚肉と大根の炒り煮
うめびしお ふりかけ（たらこ） ふりかけ(しそ) あんずジャム のり佃煮 ふりかけ(さけ) うめびしお
青菜のお浸し もやしの和え物 ブロッコリーのドレッシング和え ブロッコリーサラダ キャベツの和え物 春菊のお浸し

御飯
じゃが芋のそぼろ炒め ミートボール だし巻卵 ツナのイタリアンシチュー えびの卵とじ とりつくね 納豆
御飯 御飯 御飯 食パン 御飯 御飯

令和04年10月25日(火) 令和04年10月26日(水) 令和04年10月27日(木) 令和04年10月28日(金) 令和04年10月29日(土) 令和04年10月30日(日)

秋と言えば・・・‘‘食欲の秋’’！！ 【かぼちゃのごまがらめ】
材料（１人分）

・かぼちゃ 60ｇ

・練りごま 2.0ｇ

・すりごま 2.0ｇ

・上白糖 1.0ｇ ★

・濃口醤油 3.0ｇ

・有塩バター 1.0ｇ
＜作り方＞

①かぼちゃを短冊切りで切る。

②かぼちゃをレンジで600ｗ ２分加熱する。

③★を全部合わせる。（バターは溶かしておく）

④かぼちゃと★をかぼちゃが崩れないように

ヘラで混ぜ合わせれば完成です！！

※かぼちゃ60ｇの量で600ｗ ２分です。

量を増やすのであれば、追加で

やわらかくなるまで加熱してください。

こんにちは。管理栄養士の髙原です。

１０月に入り、風も冷たくなってきましたね。

季節の変わり目は、寒暖差によって、体のだるさを感じる方がいらっしゃるのではないでしょうか。

そんな時は、旬の食べ物をたくさん食べて、体のだるさを吹き飛ばしましょう！！

そこで、秋の旬の野菜を使った美味しいレシピを紹介していきたいと思います♪

やよいほうむでも何回かお食事ででた、人気のおかずです♪

その名も・・・・「かぼちゃのごまがらめ」です(^▽^)/
私はこれが本当に大好きで、家で何回か作りました♬

まずは、かぼちゃにどんな栄養素が含まれているのか紹介していきたいと思います♪

旬はいつ？：かぼちゃの旬は2回あり、１回目は収穫が盛んな夏、２回目はかぼちゃが食べ頃になる秋～冬頃です。

なぜ秋～冬の時季にかぼちゃが食べ頃になるのかというと、収穫してすぐよりも、

追熟した方が水分が抜けて味がよくなり、甘みがぎゅっと詰まったかぼちゃになるからとか。

夏の獲れたてのかぼちゃは、水分が多く、甘みもあっさりとしています。

【 主に含まれている栄養素 】

①炭水化物・・・炭水化物は糖質と食物繊維を合わせたもの。糖質は、脳や身体を動かすエネルギー源として

働きます。一方、食物繊維の効能は、便通を促すほか、脂質や糖質を吸着し、排出させる。

②β-カロテン・・・活性酵素と呼ばれ、がんや老化、免疫機能の低下などに関わる物質の発生を抑える

『抗酸化物質』の働きがあります。さらに、β-カロテンは、体の中でビタミンAに変化します。

ビタミンAは、皮膚や粘膜の免疫力を高める働きがあります。

③カリウム・・・塩分を体の外へ出すことを促すミネラルです。

④ビタミンC・・・ストレスや風邪への抵抗力を強める栄養素。

⑤ビタミンE・・・強い抗酸化作用があるため、細胞にダメージを与える活性酸素から体を守る栄養素。

なおビタミンEは、ビタミンAやビタミンCと一緒に摂ることで、より抗酸化作用が高まるので

ビタミンA・C・Eを含んだかぼちゃを食べることで、効率的に補うことができますね！！

【かぼちゃ】

な
ん
だ
か

美
味
し
そ
う
…

簡単に作れそうでいいね♪僕も作ってみようかな。

冬眠前にね。

・・・・・


