
10時のおやつ 10時のおやつ

（3歳未満時のみ） 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 3歳未満児 3歳以上児 （3歳未満時のみ） 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 3歳未満児 3歳以上児

チャーハン 精白米 鶏卵 長ねぎ エネルギー 515 Kcal 580 Kcal お赤飯 精白米 ささげ ブロッコリー エネルギー 508 Kcal 562 Kcal

もやしの中華和え 調合油 焼き豚 グリーンピース マドレーヌ たんぱく質 15.9ｇ 16.6ｇ ぶりの照焼き いりごま ぶり にんじん 青のり たんぱく質 20.6ｇ 22.4ｇ

チンゲン菜とコーンのスープ ごま油 なると りょくとうもやし 脂  質 21.4 ｇ 23.2 ｇ ブロッコリーのごま和え じゃがいも 木綿豆腐 生しいたけ ポテトビーンズ 脂  質 17.7 ｇ 18.5 ｇ

ミニゼリー 三温糖 ロースハム きゅうり 牛乳 豆腐としいたけのすまし汁 薄力粉 削り節 こねぎ

ゼリー にんじん 果物 調合油 大豆水煮缶詰 みついしこんぶ 牛乳

薄力粉 チンゲンサイ くだもの

かぼちゃロールパン ロールパン ぎんざけ にんにく エネルギー 490 Kcal 541 Kcal わかめご飯 精白米 ぶり 乾わかめ エネルギー 467 Kcal 511 Kcal

さけのパン粉焼き マヨネーズ パルメザンチーズ パセリ 納豆餃子 たんぱく質 21.4ｇ 23.4ｇ ぶりの照焼き いりごま 木綿豆腐 ブロッコリー 青のり たんぱく質 20.1 ｇ 21.8 ｇ

ブロッコリーのごまサラダ パン粉 ベーコン ブロッコリー 脂  質 22.7 ｇ 24.6 ｇ ブロッコリーのごま和え じゃがいも 淡色辛みそ にんじん ポテトビーンズ 脂  質 17.9 ｇ 18.8 ｇ

じゃがいもとベーコンのスープ オリーブ油 納豆 キャベツ 牛乳 豆腐とえのきの味噌汁 薄力粉 大豆水煮缶詰 えのきたけ

果物 いりごま 甘みそ 赤ピーマン ミニトマト 調合油 ミニトマト 牛乳

三温糖 くだもの 果物 くだもの

ごま塩ご飯 精白米 ぶたひき肉 たまねぎ エネルギー 505 Kcal 568 Kcal ラーメン 中華めん 焼き豚 ほうれんそう エネルギー 515 Kcal 507 Kcal

コロッケ いりごま 牛ひき肉 にんじん ポンデケージョ たんぱく質 18.5ｇ 19.9ｇ 春巻き ごま油 鶏卵 長ねぎ チーズ味噌 たんぱく質 20.9ｇ 18.5ｇ

ほうれん草の白和え じゃがいも 鶏卵 ほうれんそう 脂  質 14.6 ｇ 14.7 ｇ ミニトマト しゅうまいの皮 なると たまねぎ 焼きおにぎり 脂  質 19.9 ｇ 9.7 ｇ

大根と油揚げの味噌汁 調合油 木綿豆腐 だいこん ヨーグルト 薄力粉 ぶたひき肉 にんじん

薄力粉 淡色辛みそ ドリンク 緑豆はるさめ 切れてるチーズ 乾しいたけ 麦茶

パン粉 パルメザンチーズ 三温糖 淡色辛みそ しょうが

玄米ふりかけご飯 精白米 鶏ひき肉 れんこん エネルギー 538 Kcal 597 Kcal 焼き肉丼 精白米 ぶたロース たまねぎ エネルギー 515 Kcal 577 Kcal

れんこん鶏つくね 玄米 鶏卵 長ねぎ きな粉トースト たんぱく質 22.5ｇ 24.7ｇ キャベツとツナのサラダ 押麦 まぐろ油漬缶詰(白) 赤ピーマン マカロニ たんぱく質 15.9ｇ 22.8ｇ

小松菜と竹輪のおかかあえ パン粉 焼き竹輪 しょうが 脂  質 17.5 ｇ 18.1 ｇ 大根となめこの味噌汁 調合油 淡色辛みそ 青ピーマン あべかわ 脂  質 21.4 ｇ 21.2 ｇ

豆腐としめじの味噌汁 オリーブ油 かつお節 こまつな 牛乳 果物 三温糖 きな粉 しょうが

果物 三温糖 木綿豆腐 ぶなしめじ 片栗粉 キャベツ 牛乳

片栗粉 淡色辛みそ くだもの マヨネーズ くだもの

ご飯 精白米 さば しょうが エネルギー 523 Kcal 583 Kcal すき焼き風丼 精白米 ぶたもも にんじん エネルギー 539 Kcal 582 Kcal

さばの竜田揚げ 片栗粉 しらす干し きゅうり スイートポテト たんぱく質 18.9ｇ 20.4ｇ マカロニサラダ 押麦 焼き豆腐 長ねぎ 肉まん たんぱく質 22.5 ｇ 23.9 ｇ

きゅうりとわかめの酢の物 調合油 油揚げ 塩わかめ 脂  質 20.3 ｇ 21.7 ｇ ほうれん草とお麩の味噌汁 しらたき 鶏卵 はくさい 脂  質 17.2 ｇ 17.4 ｇ

ミニトマト 三温糖 淡色辛みそ ミニトマト 牛乳 果物 調合油 ロースハム えのきたけ 牛乳

白菜と油揚げの味噌汁 さつまいも 生クリーム はくさい 三温糖 淡色辛みそ ほうれん草

果物 有塩バター 卵黄 くだもの マカロニ くだもの

和風きのこスパゲティー スパゲティ ベーコン たまねぎ エネルギー 518 Kcal 558 Kcal ふりかけご飯 精白米 ぎんざけ たまねぎ エネルギー 525 Kcal 589 Kcal

ポテトサラダ オリーブ油 ロースハム にんじん わかめおにぎり たんぱく質 16.2ｇ 16.0ｇ さけの味噌マヨネーズ焼 薄力粉 淡色辛みそ 生しいたけ バナナ たんぱく質 19.7 ｇ 21.4 ｇ

キャベツと玉ねぎのスープ 有塩バター ヨーグルト まいたけ 脂  質 14.9 ｇ 14.3 ｇ ほうれん草の磯和え マヨネーズ 木綿豆腐 ほうれんそう クレープ 脂  質 20.1 ｇ 21.3 ｇ

ヨーグルト じゃがいも えのきたけ 麦茶 豆腐とえのきのすまし汁 調合油 削り節 にんじん

マヨネーズ 黄ピーマン 砂糖 鶏卵 焼きのり 麦茶

精白米 にんにく 有塩バター ホイップクリーム えのきたけ

ドライカレー 精白米 ぶたひき肉 たまねぎ エネルギー 542 Kcal 606 Kcal

カリカリベーコンサラダ 押麦 大豆水煮缶詰 にんじん マーブルケーキ たんぱく質 18.1ｇ 19.3ｇ

たまごとわかめのスープ 有塩バター ベーコン トマトケチャプ 脂  質 21.5 ｇ 23.1 ｇ

果物 調合油 鶏卵 キャベツ 牛乳

薄力粉 きゅうり

三温糖 くだもの

わかめご飯 精白米 ぶた肝臓 乾わかめ エネルギー 465 Kcal 516 Kcal

レバーのカレー揚げ 片栗粉 油揚げ しょうが ラスク たんぱく質 18.7ｇ 20.2ｇ

れんこんの金平 調合油 淡色辛みそ れんこん 脂  質 14.9 ｇ 15.0 ｇ

ミニトマト 三温糖 にんじん 牛乳

キャベツと油揚げの味噌汁 いりごま さやいんげん

フランスパン ミニトマト

たまごロール ロールパン 鶏卵 きゅうり エネルギー 484 Kcal 532 Kcal

かぼちゃのシチュー ソフトマーガリン 若鶏もも くりかぼちゃ おでん たんぱく質 18.4ｇ 19.7ｇ

ほうれん草とエリンギのソテー マヨネーズ 焼き竹輪 たまねぎ 脂  質 24.2 ｇ 26.4 ｇ

果物 調合油 うずら卵水煮缶詰 にんじん 麦茶

有塩バター はんぺん ほうれん草

薄力粉 ウインナーソーセージ くだもの
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※材料の都合により、変更することがあります。
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11月の旬の食材

ブロッコリー ごぼう 小松菜 ほうれん草 きのこ類 さつまいも さといも れんこん 鯖 りんご 柿

七五三のお祝い

11月15日の七五三は、子どもの健やかな成長を祝う行事です。

男の子は５歳（３歳で祝うことも）、女の子は３歳と７歳でお祝いを

します。

昔は乳幼児の死亡率が高く、子どもの成長は現在以上に貴重で、喜ばし

いことでした。また、七五三に食べる千歳飴には、「千年長生きできま

すように」という願いが込められており、飴の色も縁起がよい紅白です。

当日はお赤飯をたいたり、お祝いの食事会を開いたりして祝います。

11日は、お赤飯を提供します。

よりおいしい給食を作る為、旬の食材を

積極的に使用しています。特に野菜や果物、

魚介類は旬のものほど味が良く、その時期

に人間が必要な栄養素をたっぷり含んでい

います。また、よく市場に出回る為、新鮮

で値段も安価です。調理法に工夫をこらし

ていますが、同じ食材の献立が続くことも

あります。ご理解のうえ、ご了承ください。


