
令和4年　　11月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園 令和4年　　11月分 ３歳未満児献立表 かすみ台第三保育園

午 後 午 後

午 前 午 前
きのこご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal 中華丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal
味噌汁(小松菜･わかめ) かきたま中華風スープ
鰆の和マヨ焼き 野菜のゆかり和え
白菜のおかかあえ 果物(バナナ)
果物(みかん)

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 1.2 ｇ
わかめと胡麻のごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal 牛乳パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal
豚汁 コーンシチュー
チーズはんぺんフライ フライドチキン
チキンサラダ フレンチサラダ
果物(柿) 果物(りんご)

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
食パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 519 kcal 鶏ごぼうご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal
ウィンナースープ 味噌汁（キャベツ・もやし
豆腐ハンバーグ 肉団子の甘辛煮
さつま芋サラダ きのこサラダ
果物(バナナ) 果物(バナナ)

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
豚丼 ｴﾈﾙｷﾞｰ 539 kcal 納豆ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 516 kcal
もやしと若布のスープ 味噌汁（大根・玉葱）
ツナサラダ 鯖の塩焼き
果物(バナナ) 小松菜の和え物

果物(柿)
食塩相当量 1.4 ｇ 食塩相当量 1.7 ｇ

ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 509 kcal もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 510 kcal
けんちん汁 春巻き
鮭の味噌バター煮 野菜の磯和え
野菜の和風ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え ゼリー
果物(柿)

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ
さつま芋ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 512 kcal 五目チャーハン ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal
味噌汁（玉葱・しいたけ） 鶏肉と白菜のスープ
レバーの竜田揚げ 野菜の和風ﾏﾖﾈｰｽﾞ和え
小松菜とじゃこの和え物 果物(バナナ)
果物(みかん)

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 1.9 ｇ
ベーグル ｴﾈﾙｷﾞｰ 508 kcal 胡麻ご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 528 kcal
ホクホク南瓜のポタージュ 味噌汁（大根・油揚げ）
タンドリーチキン いり鶏
ブロッコリーのサラダ 野菜のじゃこ和え
果物(バナナ) 果物(みかん)

食塩相当量 2.1 ｇ 食塩相当量 2.0 ｇ
ひじきご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal カレーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 515 kcal
味噌汁(豆腐･わかめ) 竹輪の磯辺揚げ
豚肉のさざれ焼き 胡麻和え
白菜のりサラダ 果物(バナナ)
ゼリー

食塩相当量 2.0 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
クリームコーンパスタ ｴﾈﾙｷﾞｰ 514 kcal ツナピラフ ｴﾈﾙｷﾞｰ 545 kcal
チキンスープ コーンポタージュ
さつまいもの甘煮 チキンカツ
トマトいかサラダ マカロニソテー
果物(りんご) 果物(洋梨)

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 1.6 ｇ
煮込みうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 518 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 517 kcal タンパク質 20.0 g
牛乳 17.8 g 食塩相当量 1.9 g
コーンサラダ
果物(バナナ) ※今月の地場産物：たまご・葱・さつま芋・キャベツ・大根・白菜・里芋・人参

食塩相当量 1.6 ｇ
胚芽パン ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal
ポトフ
ポークケチャップ
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとｺｰﾝのサラダ
果物(柿)

食塩相当量 2.1 ｇ
赤飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 523 kcal
すまし汁（葱・てまり麩）
エビ寄せフライ
野菜の塩昆布あえ
果物(みかん)

食塩相当量 1.9 ｇ
もち麦ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 510 kcal
なめこ汁
さんまのかば焼き
切干大根の煮物
果物(バナナ)

食塩相当量 1.9 ｇ
ふりかけご飯 ｴﾈﾙｷﾞｰ 511 kcal
すまし汁（葱・はんぺん）
松風焼き
れんこんサラダ
果物(りんご)

食塩相当量 2.4 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 524 kcal
豚肉と野菜のごまスープ
高野豆腐の煮物
ひじきとツナの醤油和え
果物(柿)

食塩相当量 1.9 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 517 kcal タンパク質 20.0 g

17.8 g 食塩相当量 1.9 g

たんぱく質 19.9

脂　質 19.8 ｇ

16.2 ｇ

たんぱく質 21.9 ｇ

ｇ脂　質 18.3

ｇ

19.9 ｇ

栄  養  価

ｇ

20.4 ｇたんぱく質

脂　質

日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価
日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ
熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

たんぱく質 19.2 ｇ ◆しらすチャーハン

たんぱく質

／ ／
脂　質 18.2

★ビスケット／★ぎゅう
にゅうぱん／じゃがいも
／とうもろこし缶詰(ｸﾘｰ
ﾑ)(ﾎｰﾙ)／サラダ油／薄
力粉／有塩バター／三温
糖／水稲穀粒／ごま油

牛乳／豚小間／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／★た
まご／しらす干し(微
乾燥品)

2
コーンフレーク／水稲
穀粒／白ごま／じゃが
いも／薄力粉／パン粉
／サラダ油／★食パン
／有塩バター／メープ
ルシロップ

牛乳／わかめご飯の素
／豚小間／★チーズは
んぺん／★たまご／鶏
若鶏肉ささ身

玉葱／だいこん／にん
じん／ねぎ／ごぼう／
ブロッコリー／かき
(甘がき)

牛乳
21

1
塩せんべい／水稲穀粒
(精白米)／三温糖／薄
力粉／グラニュー糖／
有塩バター

牛乳／油揚げ／きざみ
のり／湯通し塩蔵わか
め(塩抜き)／かたくち
いわし(煮干し)／さわ
ら／削り節／★たまご

19
／ ／

脂　質 17.4

クラッカー／水稲穀粒
(精白米)／ごま油／か
たくり粉／★サンド
イッチ用食パン

牛乳／豚小間／湯通し
塩蔵わかめ／★たまご
／なると／まぐろ缶詰
／削り節／スライス
チーズ／焼きのり

はくさい／にんじん／
たけのこ／チンゲン
ツァイ／きゅうり／ﾌﾞ
ﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／キャ
ベツ／ゆかり／バナナ

牛乳
◆紅茶のケーキ たんぱく質 19.2 ◆のりチーズサンド

ｇ

★ウエハース／★食パ
ン／ジャム／かたくり
粉／パン粉／さつまい
も／とうもろこし缶詰
／水稲穀粒

牛乳／★ウィンナー／
湯通し塩蔵わかめ／豚
ひき肉／木綿豆腐／★
たまご／★ロースハム
／塩ざけ

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ほうれんそう／
きゅうり／バナナ

◆麦茶
22

火 牛乳 土 牛乳
塩せんべい クラッカー

水 牛乳 月 牛乳
コーンフレーク ビスケット

玉葱／にんじん／パセ
リ／にんにく(りん茎)
／キャベツ／きゅうり
／りんご／ねぎ

◆麦茶
◆メープルバターサンド

ｇ

ほんしめじ／干し椎茸
／にんじん／こまつな
／ねぎ／玉葱／はくさ
い／りょくとうもやし
／温州蜜柑／ポッカ１
００レモン

牛乳

金 牛乳 火 牛乳
ウエハース スティックパン

ごぼう／いんげん／キャ
ベツ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／にんじん／玉葱／しょ
うが／ほうれんそう／ほ
んしめじ／えのきたけ／
バナナ

◆麦茶
◆鮭おにぎり たんぱく質 19.6 ｇ

／ ／
脂　質 16.5

★スティックパン／水稲
穀粒／糸こんにゃく／三
温糖／パン粉／かたくり
粉／とうもろこし缶詰／
ごま油／じゃがいも／有
塩バター／サラダ油

牛乳／鶏若鶏肉ひき肉
／かたくちいわし(煮
干し)／豚ひき肉／★
たまご／★ロースハム
／むきかれい

◆フィッシュボール

ｇ

4

／
脂　質 19.9

塩せんべい／水稲穀粒
／黒ごま（すり）／さ
つまいも／三温糖／有
塩バター／薄力粉／そ
うめん／サラダ油

牛乳／挽きわり納豆／
かたくちいわし(煮干
し)／★まさば／かに
風味かまぼこ／★たま
ご 脂　質 15.6 ｇ

土 牛乳 木 牛乳
クラッカー 塩せんべい

だいこん／玉葱／こま
つな／りょくとうもや
し／にんじん／かき
(甘がき)

牛乳
◆フレンチトースト たんぱく質 20.8 ｇ ◆いがぐり揚げ

ｇ

5
クラッカー／水稲穀粒
／三温糖／サラダ油／
ごま油／とうもろこし
缶詰／★食パン／有塩
バター／粉糖

牛乳／豚小間／湯通し
塩蔵わかめ(塩抜き)／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／★たまご

玉葱／りょくとうもや
し／葉ねぎ／キャベツ
／きゅうり／バナナ

牛乳
24

／

たんぱく質 21.0 ｇ
／ ／

脂　質 18.5

★ウエハース／中華め
ん(ゆで)／かたくり粉
／春巻きの皮／サラダ
油／三温糖／ごま油／
ゼリー／★食パン

牛乳／豚小間／豚ひき
肉／湯通し塩蔵わかめ
／ちりめんじゃこ／焼
きのり／ピザ用チーズ
／まぐろ缶詰 脂　質 20.0 ｇ

月 牛乳 金 牛乳
ビスケット ウエハース

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／にん
じん／チンゲンツァイ／
生しいたけ／たけのこ
(ゆで)／キャベツ／ほう
れんそう／きゅうり／ト
マト缶詰／玉葱

牛乳

たんぱく質 19.3 ｇ
／ ／

脂　質 14.7

クラッカー／水稲穀粒
／ごま油／かたくり粉
／白ごま／★サンド
イッチ用食パン／いち
ごジャム／グラニュー
糖

牛乳／豚ひき肉／かに
風味かまぼこ／★たま
ご／鶏小間／サラダ竹
輪／クリームチーズ

脂　質 18.5 ｇ
火 牛乳 土 牛乳

塩せんべい クラッカー

にんじん／青ピーマン
／生しいたけ／ねぎ／
はくさい／たけのこ
(ゆで)／キャベツ／
きゅうり／バナナ

牛乳

◆アップルパイ たんぱく質 19.2 ｇ ◆トマトピザトースト

ｇ

7
★ビスケット／水稲穀
粒／さといも／糸こん
にゃく／三温糖／有塩
バター／白ごま／グラ
ニュー糖／パイ皮

牛乳／油揚げ／木綿豆
腐／しろさけ／サラダ
竹輪／★たまご

だいこん／にんじん／
ごぼう／ねぎ／キャベ
ツ／きゅうり／かき
(甘がき)／りんご

牛乳
25

たんぱく質 19.3 ｇ
／ ／

脂　質 16.2

★ビスケット／水稲穀
粒／白ごま／さといも
／板こんにゃく／サラ
ダ油／三温糖／さつま
いも／有塩バター／か
たくり粉

牛乳／油揚げ／かたく
ちいわし(煮干し)／鶏
若鶏肉モモ(煮物用）
／ちりめんじゃこ

脂　質 17.7 ｇ
水 牛乳 月 牛乳

ウエハース ビスケット

だいこん／ごぼう／に
んじん／干し椎茸／
キャベツ／ほうれんそ
う／きゅうり／温州蜜
柑

牛乳

◆スノーボール たんぱく質 19.9 ｇ ◆ｸﾘｰﾑﾁｰｽﾞジャムサンド

ｇ

8
塩せんべい／水稲穀粒／
さつまいも／かたくり粉
／サラダ油／ごま／三温
糖／薄力粉／アーモンド
プードル／無塩バター／
粉糖

牛乳／かたくちいわし
(煮干し)／豚肝臓／ち
りめんじゃこ

生しいたけ(菌床栽
培、生)／玉葱／しょ
うが／こまつな／切干
しだいこん／にんじん
／温州蜜柑(普通､生)

牛乳
26

◆そばめし たんぱく質 19.9 ｇ ◆塩バター焼きいも

ｇ

9
★ウエハース／★ベー
グル／とうもろこし缶
詰(ｸﾘｰﾑ)(ﾎｰﾙ)／三温
糖／ごま油／中華めん
／水稲穀粒

牛乳／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／ヨーグルト
(全脂無糖)／★ロース
ハム／豚ばら(脂身付)
／あおのり／削り節

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんにく(りん茎)／ブ
ロッコリー／きゅうり
／バナナ／キャベツ

◆麦茶
28

ｇ

ｇ

10
マカロニ／三温糖／水
稲穀粒／パン粉／白ご
ま／ごま油／ゼリー／
小町麩／有塩バター／
グラニュー糖

牛乳／きな粉／干ひじ
き／油揚げ／絹ごし豆
腐／湯通し塩蔵わかめ
／煮干し／豚小間／か
に風味かまぼこ／きざ
みのり

にんじん／葉ねぎ／に
んにく(りん茎)／はく
さい／きゅうり

牛乳

◆しらすいり五平餅 たんぱく質 19.2 ｇ

／
脂　質 19.7

木 牛乳
◆マカロニきな粉

◆お麩ラスク たんぱく質 20.9

ｇ

11
★スティックパン／スパ
ゲッティ／とうもろこし
缶詰(ｸﾘｰﾑ)(ﾎｰﾙ)／じゃ
がいも／有塩バター／さ
つまいも／三温糖／サラ
ダ油／ごま油／水稲穀粒
／白ごま

牛乳／★ベーコン／ｸﾘ
-ﾑ(乳脂肪･植物性脂
肪）／鶏小間／いかく
ん製／しらす干し(微
乾燥品)

玉葱／にんじん／パセリ
／えのきたけ／ほうれん
そう／干し椎茸／ポッカ
１００レモン／きゅうり
／セロリー／トマト／り
んご

◆麦茶

◆ジャムサンド たんぱく質 19.1

／
脂　質 18.7

12
クラッカー／うどん
(ゆで)／とうもろこし
缶詰(ﾎｰﾙ)／★サンド
イッチ用食パン／いち
ごジャム(低糖度)

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
牛乳／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

りんご 濃縮還元
ジュース／にんじん／
玉葱／ほうれんそう／
キャベツ／きゅうり／
バナナ

牛乳

金 牛乳
スティックパン

土 りんごジュース
クラッカー

／

／
脂　質 17.7

◆チャーハンおにぎり たんぱく質 20.8

ｇ

14
★ビスケット／胚芽パ
ン／三温糖／とうもろ
こし缶詰(ﾎｰﾙ)／サラ
ダ油／水稲穀粒(精白
米)

牛乳／★ウィンナー／
豚小間／鶏若鶏肉ひき
肉／★たまご

かぶ／にんじん／玉葱／
ぶなしめじ／マッシュ
ルーム／にんにく(りん
茎)／ブロッコリー／
きゅうり／かき(甘がき)
／キャベツ／ねぎ

◆麦茶

15
塩せんべい／もち米／水
稲穀粒／黒ごま／てまり
麩／薄力粉／かたくり粉
／パン粉／サラダ油／白
ごま／オートミール／無
塩バター／三温糖

ささげ(乾）／絹ごし
豆腐／かたくちいわし
(煮干し)／むき海老／
はんぺん／★たまご／
かに風味かまぼこ／塩
昆布／牛乳

葉ねぎ／きゅうり／に
んじん／キャベツ／温
州蜜柑(普通､生)

牛乳

月 牛乳
ビスケット

火 麦茶
塩せんべい

／

◆オートミールクッキー 19.1

◆チヂミ たんぱく質 19.6 ｇ

ｇ

16
★ウエハース／水稲穀
粒(精白米)／おおむぎ
(米粒麦）／三温糖／
薄力粉／上新粉／ごま
油

牛乳／絹ごし豆腐／か
たくちいわし(煮干し)
／さんま／さつま揚げ
／油揚げ／★たまご／
豚ひき肉／さくらえび
(素干し)

なめこ／あさつき／
しょうが／にんじん／
切干しだいこん／バナ
ナ／にら／ねぎ

牛乳

木 牛乳
コーンフレーク

／

◆カレートースト

／

17
コーンフレーク／水稲
穀粒(精白米)／パン粉
(乾燥)／三温糖／白ご
ま(いり）／白ごま
（すり）／★食パン）
／サラダ油

牛乳／★はんぺん／か
たくちいわし(煮干し)
／鶏若鶏肉ひき肉／★
たまご／まぐろ缶詰
(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／豚ひ
き肉

ねぎ／玉葱／れんこん
／にんじん／きゅうり
／りんご／青ピーマン

牛乳

水 牛乳
ウエハース

18
水稲穀粒(精白米)／白
ごま（すり）／サラダ
油／三温糖／白ごま
(いり）／薄力粉／有
塩バター

十勝ヨーグルト／わか
めご飯の素／豚小間／
凍り豆腐／鶏小間／干
ひじき)／まぐろ缶詰
／牛乳／切れてるチー
ズ

玉葱／にんじん／えの
きたけ／干し椎茸／た
けのこ(ゆで)／ごぼう
／キャベツ／かき(甘
がき)／ほうれんそう

牛乳

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

金 ヨーグルト

／

◆ほうれん草蒸しパン

ｇ

ｇ

脂　質 17.5

脂　質 17.6

たんぱく質 20.9 ｇ

ｇ

ｇ

ｇ脂　質 16.8

たんぱく質 21.0

ｇ

ｇ脂　質 15.4

たんぱく質

脂　質 17.3

ｇ

29
塩せんべい／うどん
(ゆで)／薄力粉／サラ
ダ油／黒ごま（すり）
／水稲穀粒(精白米)／
三温糖

牛乳／豚小間／かつお
加工品(削り節)／焼き
竹輪／あおのり／干ひ
じき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／
油揚げ

にんじん／だいこん／
玉葱／ねぎ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／ほうれんそ
う／バナナ

◆麦茶
◆ひじき稲荷 たんぱく質 20.3 ｇ

／
脂　質 17.4 ｇ

火 牛乳
塩せんべい

たんぱく質 19.3 ｇ
／

脂　質 21.1 ｇ
水 牛乳

ウエハース

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

30
★ウエハース／水稲穀粒
／とうもろこし缶詰(ﾎｰ
ﾙ)(ｸﾘｰﾑ)／クルトン／薄
力粉／パン粉／サラダ油
／マカロニ／グラニュー
糖

牛乳／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／鶏成鶏肉
胸／★たまご／★ベー
コン／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂
肪)

玉葱／パセリ／にんじ
ん／青ピーマン／西洋
なし／かき(甘がき)

◆麦茶
◆手作りケーキ

七五三に縁起のよい食べもの

子どもの成長を祝う七五三では、縁起の

よい食べものを準備するといいでしょう。

代表的なのは赤飯、尾頭つきのタイやエ

ビで、赤い食べものには厄除けの意味が

あります。

エビフライなどの

献立を取り入れると、

子どもは食べやすく

なるでしょう。

サケ

サケの種類は様々ですが、秋にとれる

白サケを「秋サケ」と呼びます。

産卵のため川に戻るので、オスには白子、

メスには筋子（卵）があるのが特徴です。

脂が少ないので、

ムニエルやホイル焼き、

フライなど油を

使った料理に向いています。
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午 後 午 後

午 前 午 前
きのこごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 572 kcal ちゅうかどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 572 kcal
みそしる かきたますーぷ
さわらのまよやき やさいのゆかりあえ
はくさいのおかかあえ ばなな
みかん

食塩相当量 2.4 ｇ 食塩相当量 1.3 ｇ
わかめとごまのごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 608 kcal ぎゅうにゅうぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 605 kcal
とんじる こーんしちゅー
ちーずはんぺんふらい ふらいどちきん
ちきんさらだ ふれんちさらだ
かき りんご

食塩相当量 2.6 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ
しょくぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 590 kcal とりごぼうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal
うぃんなーすーぷ みそしる
とうふはんばーぐ にくだんごのあまからに
さつまいもさらだ きのこさらだ
ばなな ばなな

食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ
ぶたどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 595 kcal なっとうごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 587 kcal
もやしとわかめのすーぷ みそしる
つなさらだ さばのしおやき
ばなな こまつなのあえもの

かき
食塩相当量 1.5 ｇ 食塩相当量 1.8 ｇ

ごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 572 kcal もやしそば ｴﾈﾙｷﾞｰ 575 kcal
けんちんじる はるまき
さけのみそばたーに やさいのいそあえ
やさいわふうまよねｰず ぜりー
かき

食塩相当量 1.7 ｇ 食塩相当量 2.1 ｇ
さつまいもごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 583 kcal ごもくちゃーはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 600 kcal
みそしる とりにくはくさいのすーぷ
ればーのたつたあげ やさいわふうまよねｰず
こまつなとじゃこあえもの ばなな
みかん

食塩相当量 1.8 ｇ 食塩相当量 2.2 ｇ
べーぐる ｴﾈﾙｷﾞｰ 579 kcal ごまごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 603 kcal
かぼちゃのぽたーじゅ みそしる
たんどりーちきん いりどり
ぶろっこりーのさらだ やさいのじゃこあえ
ばなな みかん

食塩相当量 2.5 ｇ 食塩相当量 2.4 ｇ
ひじきごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 573 kcal かれーうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 593 kcal
みそしる ちくわのいそべあげ
ぶたにくのさざれやき ごまあえ
はくさいのりさらだ ばなな
ぜりー

食塩相当量 2.2 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
くりーむこーんぱすた ｴﾈﾙｷﾞｰ 597 kcal つなぴらふ ｴﾈﾙｷﾞｰ 618 kcal
ちきんすーぷ こーんぽたーじゅ
さつまいものあまに ちきんかつ
とまといかさらだ まかろにそてー
りんご なし

食塩相当量 2.3 ｇ 食塩相当量 2.3 ｇ
にこみうどん ｴﾈﾙｷﾞｰ 570 kcal （★印はアレルギー除去対象食品です） 587 kcal タンパク質 22.7 g
ぎゅうにゅう 19.7 g 食塩相当量 2.2 g
こーんさらだ
ばなな ※今月の地場産物：たまご・葱・さつま芋・キャベツ・大根・白菜・里芋・人参

食塩相当量 1.8 ｇ
はいがぱん ｴﾈﾙｷﾞｰ 560 kcal
ぽとふ
ぽーくけちゃっぷ
ぶろっこりーのさらだ
かき

食塩相当量 2.6 ｇ
せきはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 606 kcal
すましじる
えびよせふらい
やさいのこんぶあえ
みかん

食塩相当量 2.1 ｇ
もちむぎごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 594 kcal
なめこじる
さんまのかばやき
きりぼしだいこんのにもの
ばなな

食塩相当量 2.4 ｇ
ふりかけごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 572 kcal
すましじる
まつかぜやき
れんこんさらだ
りんご

食塩相当量 2.4 ｇ
わかめごはん ｴﾈﾙｷﾞｰ 597 kcal
やさいごますーぷ
こうやとうふのにもの
ひじきとつなしょうゆあえ
かき

食塩相当量 2.1 ｇ
（★印はアレルギー除去対象食品です） 587 kcal タンパク質 22.7 g

19.7 g 食塩相当量 2.2 g
月 平 均 栄 養 価

エネルギー
脂　　　質

たんぱく質 22.6 ｇ
／

脂　質 22.0 ｇ
金

18
水稲穀粒(精白米)／白
ごま（すり）／サラダ
油／三温糖／白ごま
(いり）／薄力粉／有
塩バター

わかめご飯の素／豚小間
／凍り豆腐／鶏小間／干
ひじき(ｽﾃﾝﾚｽ釜、乾)／
まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲ
ﾄ)／牛乳／切れてるチー
ズ

玉葱／にんじん／えの
きたけ／干し椎茸／た
けのこ(ゆで)／ごぼう
／キャベツ／かき(甘
がき)／ほうれんそう

ぎゅうにゅう
◆ほうれんそうむしぱん

たんぱく質 23.9 ｇ
／

脂　質 18.5 ｇ
木

17
水稲穀粒(精白米)／パ
ン粉(乾燥)／三温糖／
白ごま(いり）／白ご
ま（すり）／★食パン
(市販品）／サラダ油

はんぺん／かたくちい
わし(煮干し)／鶏若鶏
肉ひき肉／★たまご／
牛乳／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／豚ひき肉

ねぎ／玉葱／れんこん
／にんじん／きゅうり
／りんご／青ピーマン

ぎゅうにゅう
◆かれーとーすと

24.0 ｇ
／

脂　質 20.6 ｇ
水

16
水稲穀粒(精白米)／お
おむぎ(米粒麦）／三
温糖／薄力粉／上新粉
／ごま油

絹ごし豆腐／かたくちい
わし(煮干し)／さんま／
さつま揚げ／油揚げ／牛
乳／★たまご／豚ひき肉
／さくらえび(素干し)

なめこ／あさつき／
しょうが／にんじん／
切干しだいこん／バナ
ナ／にら／ねぎ

ぎゅうにゅう
◆ちぢみ たんぱく質

15
もち米／水稲穀粒／黒ご
ま／てまり麩／薄力粉／
かたくり粉／パン粉／サ
ラダ油／白ごま／オート
ミール／無塩バター／三
温糖

ささげ(乾）／絹ごし豆
腐／かたくちいわし(煮
干し)／むき海老／★は
んぺん／★たまご／かに
風味かまぼこ／塩昆布／
牛乳

葉ねぎ／きゅうり／に
んじん／キャベツ／温
州蜜柑(普通､生)

ぎゅうにゅう
◆おーとみーるくっきー たんぱく質 23.1 ｇ

／
脂　質 19.5 ｇ

火

◆ちゃーはんおにぎり たんぱく質 22.7 ｇ
14

胚芽パン／三温糖／と
うもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／サラダ油／水稲穀粒
(精白米)

★ウィンナー／豚小間
／鶏若鶏肉ひき肉／★
たまご

かぶ／にんじん／玉葱／
ぶなしめじ／マッシュ
ルーム／にんにく(りん
茎)／ブロッコリー／
きゅうり／かき(甘がき)
／キャベツ／ねぎ

◆むぎちゃ

／
脂　質 18.7 ｇ

月

たんぱく質 22.5 ｇ

ｇ

12
うどん(ゆで)／とうも
ろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／★
サンドイッチ用食パン
／いちごジャム(低糖
度)

豚小間／油揚げ／かた
くちいわし(煮干し)／
牛乳／まぐろ缶詰(油
漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)

にんじん／玉葱／ほう
れんそう／キャベツ／
きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう

／
脂　質 20.6

土

◆じゃむさんど

21.8 ｇ

ｇ20.9

9
★ベーグル／とうもろ
こし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／
三温糖／ごま油／中華
めん(ゆで)／水稲穀粒
(精白米)

牛乳／鶏若鶏肉モモ
(皮付き)／ヨーグルト
(全脂無糖)／★ロース
ハム／豚ばら(脂身付)
／あおのり／かつお加
工品(削り節)

西洋かぼちゃ／玉葱／
にんにく(りん茎)／ブ
ロッコリー／きゅうり
／バナナ／キャベツ

◆むぎちゃ

11
スパゲッティ／とうもろ
こし缶詰(ｸﾘｰﾑ)(ﾎｰﾙ)／
じゃがいも／有塩バター
／さつまいも／三温糖／
サラダ油／ごま油／水稲
穀粒／白ごま

★ベーコン／牛乳／ｸﾘ
-ﾑ(乳脂肪･植物性脂
肪）／鶏小間／いかく
ん製／しらす干し(微
乾燥品)

玉葱／にんじん／パセリ
／えのきたけ／ほうれん
そう／干し椎茸／ポッカ
１００レモン／きゅうり
／セロリー／トマト／り
んご

◆むぎちゃ

／
脂　質

金

◆しらすいりごへいもち たんぱく質

◆おふらすく たんぱく質 22.7 ｇ

月

10
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／パン粉(乾燥)／
白ごま(いり）／ごま
油／ゼリー／小町麩／
有塩バター／グラ
ニュー糖

干ひじき／油揚げ／絹
ごし豆腐／湯通し塩蔵
わかめ／煮干し／豚小
間／かに風味かまぼこ
／きざみのり／牛乳

にんじん／葉ねぎ／に
んにく(りん茎)／はく
さい／きゅうり

ぎゅうにゅう

／
脂　質 21.8

木
ｇ

29

◆そばめし たんぱく質 23.8 ｇ ◆しおばたーやきいも

ｇ

豚ひき肉／かに風味か
まぼこ／★たまご／鶏
小間／サラダ竹輪／牛
乳／クリームチーズ

28

7
水稲穀粒(精白米)／さ
といも／糸こんにゃく
／三温糖／有塩バター
／白ごま（すり）／グ
ラニュー糖／パイ皮

油揚げ／木綿豆腐／し
ろさけ／サラダ竹輪／
牛乳／★たまご

だいこん／にんじん／
ごぼう／ねぎ／キャベ
ツ／きゅうり／かき
(甘がき)／りんご

ぎゅうにゅう
25

たんぱく質 21.2 ｇ
／ ／

脂　質 17.6

水稲穀粒(精白米)／白ご
ま(いり）／さといも／
板こんにゃく／サラダ油
／三温糖／さつまいも／
有塩バター／かたくり粉

油揚げ／かたくちいわ
し(煮干し)／鶏若鶏肉
モモ(煮物用）／ちり
めんじゃこ／牛乳

脂　質 18.5 ｇ
水

火 土

にんじん／青ピーマン
／生しいたけ／ねぎ／
はくさい／たけのこ
(ゆで)／キャベツ／
きゅうり／バナナ

ぎゅうにゅう
8

水稲穀粒(精白米)／さつ
まいも／かたくり粉／サ
ラダ油／ごま(いり）／
三温糖／薄力粉／アーモ
ンドプードル(乾）／無
塩バター／粉糖

かたくちいわし(煮干
し)／豚肝臓／ちりめ
んじゃこ／牛乳

生しいたけ(菌床栽
培、生)／玉葱／しょ
うが／こまつな／切干
しだいこん／にんじん
／温州蜜柑(普通､生)

ぎゅうにゅう

／ ／
脂　質 17.6

水稲穀粒／ごま油／か
たくり粉／白ごま（す
り）／★サンドイッチ
用食パン／いちごジャ
ム／グラニュー糖

◆すのーぼーる たんぱく質 21.9

◆あっぷるぱい たんぱく質 22.1 ｇ ◆とまとぴざとーすと

ｇ

脂　質

脂　質

19.9

21.7

ｇ ◆ちーずじゃむさんど

ｇ

26

ぎゅうにゅう
24

／ ／

／ ／
脂　質 19.2

中華めん(ゆで)／かた
くり粉／春巻きの皮／
サラダ油／三温糖／ご
ま油／ゼリー／★食パ
ン

豚小間／豚ひき肉／湯通
し塩蔵わかめ(塩抜き)／
ちりめんじゃこ／焼きの
り／牛乳／ピザ用チーズ
／まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)月 金

ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／にん
じん／チンゲンツァイ／
生しいたけ／たけのこ
(ゆで)／キャベツ／ほう
れんそう／きゅうり／ト
マト缶詰／玉葱

ぎゅうにゅう

／ ／
脂　質

土 木

だいこん／玉葱／こま
つな／りょくとうもや
し／にんじん／かき
(甘がき)

ぎゅうにゅう
◆ふれんちとーすと たんぱく質 22.2 ｇ ◆いがぐりあげ

ｇ

5
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／サラダ油／ごま
油／とうもろこし缶詰
(ﾎｰﾙ)／★食パン(6枚
切り）／有塩バター／
粉糖

豚小間／湯通し塩蔵わ
かめ(塩抜き)／まぐろ
缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗｲﾄ)／
牛乳／★たまご

玉葱／りょくとうもや
し／葉ねぎ／キャベツ
／きゅうり／バナナ

4
★食パン(市販品）／
ジャム／かたくり粉／
パン粉(乾燥)／さつま
いも／とうもろこし缶
詰(ﾎｰﾙ)／水稲穀粒(精
白米)

ウィンナー／湯通し塩
蔵わかめ(塩抜き)／豚
ひき肉／木綿豆腐／牛
乳／★たまご／★ロー
スハム／塩ざけ

にんじん／玉葱／干し
椎茸／ほうれんそう／
きゅうり／バナナ

◆むぎちゃ
22

脂　質 20.8

水稲穀粒(精白米)／黒
ごま（すり）／さつま
いも／三温糖／有塩バ
ター／薄力粉／そうめ
ん･ひやむぎ(乾)／サ
ラダ油

糸引納豆／かたくちい
わし(煮干し)／★まさ
ば／かに風味かまぼこ
／牛乳／★たまご

金 火

ごぼう／いんげん／キャ
ベツ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし
／にんじん／玉葱／しょ
うが／ほうれんそう／ほ
んしめじ／えのきたけ／
バナナ

◆むぎちゃ
◆さけおにぎり たんぱく質 21.2

水 月

玉葱／にんじん／パセ
リ／にんにく(りん茎)
／キャベツ／きゅうり
／りんご／ねぎ

◆むぎちゃ
◆めーぷるばたーさんど

ｇ
／

2
水稲穀粒(精白米)／白ご
ま(いり）／じゃがいも
／薄力粉／パン粉(乾燥)
／サラダ油／★食パン
(市販品）／有塩バター
／メープルシロップ

わかめご飯の素／豚小
間／チーズはんぺん／
★たまご／鶏若鶏肉さ
さ身／牛乳

玉葱／だいこん／にん
じん／ねぎ／ごぼう／
ブロッコリー／かき
(甘がき)

ぎゅうにゅう

脂　質 20.9

★ぎゅうにゅうぱん／
じゃがいも／とうもろこ
し缶詰(ｸﾘｰﾑ)(ﾎｰﾙ)／サ
ラダ油／薄力粉／有塩バ
ター／三温糖／水稲穀粒
／ごま油

豚小間／牛乳／鶏若鶏
肉モモ(皮付き)／★た
まご／しらす干し(微
乾燥品)

1
水稲穀粒(精白米)／三
温糖／薄力粉／グラ
ニュー糖／有塩バター

油揚げ／きざみのり／湯
通し塩蔵わかめ(塩抜き)
／かたくちいわし(煮干
し)／さわら／かつお加
工品(削り節)／牛乳／★
たまご

ほんしめじ／干し椎茸／
にんじん／こまつな／ね
ぎ／玉葱／はくさい／
りょくとうもやし／温州
蜜柑(普通､生)／ポッカ
１００レモン

ぎゅうにゅう
19

／ ／
脂　質 19.5

◆こうちゃのけーき たんぱく質 23.0

ｇ
火 土

日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ 栄  養  価
日
／
曜

献  立  名 材　  　料　　  名 お や つ
熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

たんぱく質 23.6 ｇ

ｇ脂　質 19.0

21
たんぱく質 22.0 ｇ ◆しらすのちゃーはん

／
脂　質 21.9 ｇ

16.1

水稲穀粒(精白米)／糸こ
んにゃく／三温糖／パン
粉(乾燥)／かたくり粉／
とうもろこし缶詰(ﾎｰﾙ)
／ごま油／じゃがいも／
有塩バター／サラダ油

鶏若鶏肉ひき肉／かた
くちいわし(煮干し)／
豚ひき肉／牛乳／★た
まご／★ロースハム／
むきかれい

◆ふぃっしゅぼーる

ｇ

ｇ

23.0 ｇ

栄  養  価

ｇ

23.2 ｇ

たんぱく質

水稲穀粒(精白米)／ご
ま油／かたくり粉／★
サンドイッチ用食パン

豚小間／湯通し塩蔵わか
め／★たまご／なると／
まぐろ缶詰／かつお加工
品(削り節)／牛乳／スラ
イスチーズ／焼きのり

はくさい／にんじん／
たけのこ(ゆで)／チン
ゲンツァイ／きゅうり
／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯﾍﾟもやし／
キャベツ／しそ葉（ゆ
かり）／バナナ

ぎゅうにゅう
◆のりちーずさんど

17.3 ｇ脂　質

たんぱく質

たんぱく質 24.1 ｇ

脂　質 18.4 ｇ

たんぱく質 23.7 ｇ

ｇ

ｇ

たんぱく質 21.5 ｇ

だいこん／ごぼう／に
んじん／干し椎茸／
キャベツ／ほうれんそ
う／きゅうり／温州蜜
柑(普通､生)

ぎゅうにゅう

うどん(ゆで)／薄力粉
／サラダ油／黒ごま
（すり）／水稲穀粒
(精白米)／三温糖

豚小間／かつお加工品
(削り節)／焼き竹輪／
あおのり／干ひじき(ｽ
ﾃﾝﾚｽ釜、乾)／油揚げ

にんじん／だいこん／
玉葱／ねぎ／ﾌﾞﾗｯｸﾏｯ
ﾍﾟもやし／ほうれんそ
う／バナナ

◆むぎちゃ
◆ひじきいなり たんぱく質 22.8 ｇ

／
脂　質 18.9 ｇ

火

たんぱく質 21.1 ｇ
／

脂　質 22.9 ｇ
水

月 平 均 栄 養 価
エネルギー
脂　　　質

30
水稲穀粒(精白米)／とう
もろこし缶詰(ﾎｰﾙ)／と
うもろこし缶詰(ｸﾘｰﾑ)／
クルトン／薄力粉／パン
粉(乾燥)／サラダ油／マ
カロニ／グラニュー糖

まぐろ缶詰(油漬ﾌﾚｰｸﾗ
ｲﾄ)／牛乳／鶏成鶏肉
胸／★たまご／ベーコ
ン／ﾎｲｯﾌﾟｸﾘｰﾑ(乳脂
肪)

玉葱／パセリ／にんじ
ん／青ピーマン／西洋
なし／かき(甘がき)

◆むぎちゃ
◆てづくりけーき

和食の日

11月24日は良い日本食の語呂合わせから、和

食に日とされています。2013年に和食がユネ

スコ無形文化遺産に登録されたことにより、

和食文化の保護・継承していくことを大切に

しようと制定されました。

紅茶の日

1791年の11月1日に大黒屋光太夫

（だいこくやこうだゆう）が日本人

で初めて紅茶を飲んだことに由来し

ています。

今月の食育

今月はつばめ組・うぐいす組・はと組で

栽培・収穫してくれたさつまいもで調理

する予定です。つばめ組ではさつま芋を

つぶしてして他の野菜と混ぜ合わせ自分

好みのサラダに！うぐいす組ではさつま

芋をつぶして砂糖などを混ぜホットプ

レートで1人ずつ焼いて食べようと思いま

す。はと組では先月収穫してくれたお米

と一緒にさつま芋ごはんと去年仕込んだ

味噌を使用して味噌汁づくりを

考えています！さつま芋や

みそ汁の具など包丁を

使って切る予定です


