
11月　予定献立表

午前 午後 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

2 月 ご飯
鶏肉のマーマレード焼き　マセドアンサラダ
白菜と油揚げの味噌汁

せんべい
ごまドーナツ
牛乳

米、じゃがいも、ホットケー
キ粉、マヨネーズ、油、三温
糖

牛乳、鶏もも,木綿豆腐、ハ
ム、米みそ、チーズ、油揚げ

はくさい、マーマレード、りんご、に
んじん、きゅうり、黒ごま

3 火 文化の日

4 水
スラッピー
ジョー

大根サラダ　豆乳ポトフ せんべい
おかかチーズおにぎり
麦茶

ロールパン、米、じゃがい
も、マヨドレ、パン粉、三温
糖、油、バター、米粉

豆乳、豚ひき肉、鶏もも肉、
ツナ水煮缶、チーズ、かつお
節

たまねぎ、だいこん、キャベツ、にん
じん、きゅうり、トマトピューレ、
コーン（冷凍）、焼きのり

5 木 ご飯
チキンカレー　中華サラダ
フルーツゼリー

クラッカー
チヂミ
牛乳

米、じゃがいも、小麦粉、上
新粉、はるさめ、油、油、三
温糖、ごま油

牛乳、鶏肉、豚ひき肉、卵、
ハム

にんじん、たまねぎ、もやし、みかん
缶、たまねぎ、きゅうり、にら、パイ
ン缶、ごま、わかめ、りんご

6 金 ご飯
サバの竜田揚げ　もやしの納豆和え
さつま汁

せんべい
小豆蒸しパン
牛乳

米、小麦粉、さつまいも、
油、片栗粉、油

牛乳、さば、調製豆乳、ゆで
あずき缶、豚肉、挽きわり納
豆、米みそ

にんじん、もやし、だいこん、板こん
にゃく、こまつな、ごぼう、ねぎ

7 土
あんかけ
うどん

ジャーマンポテト　オレンジゼリー クラッカー
菓子
牛乳

ゆでうどん、じゃがいも、
油、片栗粉

牛乳、鶏肉(もも皮なし)、
ベーコン

はくさい、たまねぎ、にんじん、ねぎ

9 月 ご飯
タンドリーチキン　ミックススロー
もやしと油揚のみそ汁

せんべい
フライドポテト
牛乳

じゃがいも、米、油、油、三
温糖

牛乳、鶏もも、ヨーグルト、
米みそ、油揚げ

キャベツ、もやし、きゅうり、にんじ
ん、コーン（冷凍）、カットわかめ

10 火 タンメン スイートポテトサラダ　プリン クラッカー
和風ツナおにぎり
麦茶

ゆで中華めん、さつまいも、
米、マヨネーズ、三温糖、ご
ま油

牛乳、豚肉、ツナ水煮缶、ハ
ム

もやし、キャベツ、きゅうり、にんじ
ん、たまねぎ、ねぎ、にんじん、に
ら、たまねぎ、干しぶどう、焼きのり

11 水 焼き鶏丼 きゅうりといかの梅和え　豚汁 せんべい
おからレーズンクッキー
牛乳

米、小麦粉、さといも、無塩
バター、三温糖、ごま油

牛乳、鶏肉、鶏レバー、卵、
木綿豆腐、いか、おから、豚
肉、米みそ、油揚げ

きゅうり、たまねぎ、だいこん、板こ
んにゃく、ピーマン、ねぎ、にんじ
ん、ごぼう、干しぶどう、ごま、うめ
びしお、わかめ、焼きのり

12 木 ライ麦ロール
鮭のポテトグラタン　ジュリエンヌスープ
ブロッコリーのミモザサラダ　りんご

クラッカー
さつま芋スティック
麦茶

ライ麦ロール、じゃがいも、
さつまいも、マヨネーズ、三
温糖、小麦粉、バター、油、
米粉

牛乳、卵、さけ、とろける
チーズ、ベーコン

りんご、ブロッコリー、たまねぎ、に
んじん、もやし、ピーマン

13 金 ご飯
魚と大豆の甘辛煮　青菜のゴマ味噌和え
のっぺい汁

せんべい
豆乳メープルマフィン
牛乳

米、ホットケーキ粉、さとい
も、メープルシロップ、三温
糖、油、バター、片栗粉

牛乳、かじき、ゆで大豆、調
製豆乳、鶏肉、米みそ

こまつな、にんじん、だいこん、バナ
ナ、ねぎ、なめこ、すりごま

14 土
きのこカレー

うどん
さつま芋サラダ　フルーツヨーグルト クラッカー

菓子
牛乳

ゆでうどん、さつまいも、マ
ヨネーズ、片栗粉、砂糖

牛乳、ヨーグルト、豚肉、ハ
ム、油揚げ

きゅうり、たまねぎ、もも缶、みかん
缶、バナナ、ねぎ、にんじん、こまつ
な、しめじ、しいたけ、えのきたけ

16 月 ゆかりごはん
炒り鶏　もやしのごま酢和え
豆腐となめこのみそ汁

せんべい
マカロニきな粉
牛乳

米、マカロニ、三温糖、三温
糖、油

牛乳、木綿豆腐、鶏もも肉、
ちくわ、米みそ、きな粉

もやし、にんじん、れんこん、ごぼ
う、なめこ、たけのこ、いんげん、板
こんにゃく、ねぎ、ごま、干ししいた
け

17 火
ほうとう風
うどん

ほうれん草とえのきの和え物
オレンジゼリー

クラッカー
昆布おにぎり
牛乳

ゆでうどん、米、油、小麦粉
牛乳、ちくわ、鶏もも肉、米
みそ

ほうれんそう、かぼちゃ、はくさい、
にんじん、だいこん、みかん缶、ね
ぎ、えのきたけ、しめじ、ごぼう、こ
んぶ佃煮、焼きのり、あおのり

18 水 さつま芋ご飯
ささ身の野菜肉巻揚げ　柿
梅風味のフレンチサラダ　かきたま汁

せんべい
ケーキ
牛乳

米、さつまいも、油、パン
粉、小麦粉、三温糖、片栗粉

牛乳、鶏ささみ、卵、チーズ
かき、もやし、にんじん、ほうれんそ
う、きゅうり、いんげん、うめびしお

19 木 ご飯
チンジャオロース　きゅうりの中華漬け
春雨スープ

クラッカー
さつま芋のガレット
牛乳

米、さつまいも、ホットケー
キ粉、無塩バター、油、片栗
粉、三温糖、ごま油

牛乳、豚肉、チーズ、卵
きゅうり、もやし、にんじん、ピーマ
ン、チンゲンサイ、黄ピーマン、えの
きたけ、コーン、すりごま

20 金 ご飯
鮭のちゃんちゃん焼き　粉ふき芋
えのきと卵のすまし汁

せんべい
フレンチトースト
牛乳

米、食パン、じゃがいも、三
温糖、油、片栗粉

牛乳、さけ、卵、米みそ、
キャベツ、えのきたけ、にんじん、し
めじ、ねぎ、カットわかめ、あおのり

21 土 五目ご飯
中華風ローストチキン　ほうれん草のごま和
豆腐となめこのみそ汁

クラッカー
菓子
牛乳

米、ごま油、油、三温糖
牛乳、鶏むね肉、木綿豆腐、
鶏もも肉、米みそ

もやし、ほうれんそう、たまねぎ、に
んじん、ねぎ、ごぼう、いんげん、す
りごま、ごま、干ししいたけ

23 月 勤労感謝の日

24 火
スパゲティ
ミートソース

ひじきサラダ　ワンタンスープ クラッカー
おにぎり
牛乳

スパゲティ、米、ワンタンの
皮、三温糖、ごま油、油

牛乳、豚ひき肉、鶏ひき肉、
ツナ水煮缶

たまねぎ、ホールトマト、にんじん、
もやし、マッシュルーム缶、ねぎ、チ
ンゲンサイ、コーン、きゅうり、ひじ
き、こんぶ佃煮、ごま、焼きのり

25 水 ご飯
鶏肉がんも　切干大根の煮物
里芋と小松菜のみそ汁

せんべい
コーンフレークスナック
牛乳

米、さといも、油、片栗粉、
三温糖

牛乳、木綿豆腐、鶏ひき肉、
米みそ、油揚げ、卵

こまつな、にんじん、切り干しだいこ
ん、ごぼう、いんげん、干しぶどう、
ひじき、干ししいたけ

26 木 ライ麦ロール
鶏肉のバーベキューソース焼き
かぼちゃサラダ　ミネストローネ

クラッカー
コーンマヨピザ
牛乳

ライ麦ロールじゃがいも、
ぎょうざの皮、油、マヨド
レ、マヨドレ、スパゲティ、
三温糖

牛乳、鶏もも、ツナ水煮缶、
鶏もも

たまねぎ、かぼちゃ、トマトジュース
缶、キャベツ、パイン缶、にんじん、
たまねぎ、コーン、きゅうり、セロ
リ、干しぶどう、パセリ

27 金 ひじきご飯
千草焼き　きゅうりの土佐和え
もやしと油揚のみそ汁

せんべい
ジョア
菓子

米、油、三温糖
ジョア　マスカット、卵、か
にかまぼこ、牛乳、油揚げ、
米みそ、かつお節

きゅうり、もやし、にんじん、たまね
ぎ、ほうれんそう、ごぼう、いんげ
ん、ごま、ひじき、干ししいたけ、う
めびしお、わかめ

28 土 サンドイッチ フライドポテト　クリームスープ クラッカー
菓子
牛乳

食パン、フライドポテト、
じゃがいも、マヨネーズ

牛乳、鶏もも肉、卵、ハム
たまねぎ、にんじん、きゅうり、いち
ごジャム・低糖度、グリンピース

30 月 ご飯
鶏肉のかりん揚げ　ブロッコリーのマヨ和え
切干大根と玉ねぎのみそ汁

せんべい
りんごケーキ
牛乳

米、小麦粉、三温糖、バ
ター、マヨドレ、油、片栗粉

牛乳、鶏むね肉、卵、米み
そ、油揚げ

ブロッコリー、りんご、にんじん、た
まねぎ、コーン、切り干しだいこん、
わかめ

材料（昼食と午後おやつ）

※食材の仕入れにより、献立の内容が変更になる場合がありますので、あらかじめ
　ご容赦ください。

※０～2歳児クラスは、午前おやつとして牛乳７０mlとお菓子等が出ます。

※アレルギーをお持ちの園児については、アレルゲンの除去または、代替えで
　対応します。

　　　　　　　【11月の栄養摂取（予定）】
　　　　　　　　　　　3歳以上児　　　　　　　3歳未満児
　エネルギー　　　　　　553kcal　　　　　　　506kcal
　タンパク質　　　　　　21.3g　　　　　　　　19.7g
　脂　　　質　　　　　　16.2g　　　　　　　　16.3ｇ
　カルシウム　　　　　　224mg　　　　　　　　273mg
　　　鉄　　　　　　　　2.7mg　　　　　　　　　2.1mg
　ビタミンA　　　　　　302μg　　　　　　　　273μg
　ビタミンB１　　　　　0.32mg　　　　　　　　0.29mg
　ビタミンB２　　　　　0.39mg　　　　　　　　0.44mg
　ビタミンC　　　　　　23mg　　　　　　　　　20mg
　塩　　　分　　　　　　2.2g　　　　　　　　　1.9g

令和　2年

日 曜 主食 副食
おやつ


