
平成30年

ナポリタン　　グリーンサラダ　 青菜しらすおにぎり ウィンナー　ひじき ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ　ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ 人参 玉ねぎ ｷｬﾍﾞﾂ ｷｭｳﾘ 果物

コンソメスープ　果物 お茶 しらす 砂糖　白米　コーン　ﾊﾞﾀｰ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 小松菜 ﾋﾟｰﾏﾝ ｶﾗｼﾅ　

あわごはん　ポークビーンズ　 ココアクッキー 豚肉　レッドキドニー　牛乳 白米　あわ　じゃが芋 玉ねぎ 人参 ｷｭｳﾘ 果物

　ツナサラダ 豆苗かき玉ｽｰﾌﾟ　果物 牛乳 ｳｨﾝﾅｰ 卵 ﾂﾅ 大豆 ﾊﾞﾀｰ　ｵｰﾄﾐｰﾙ　砂糖 豆苗 ﾄﾏﾄ ｷｬﾍﾞﾂ 

フーチバージューシー　　果物 ちんびん ツナ　卵　ひじき 白米　小麦粉　黒糖 人参　ニラ　小松菜

人参しりしり　なめこのみそ汁 牛乳 絹ごし豆腐　牛乳 砂糖 なめこ　果物　ﾌｰﾁﾊﾞｰ

ごはん　魚の塩焼き　果物 チョコチップスコーン 赤魚　厚揚げ　わかめ　 白米　あわ　油 ｷｬﾍﾞﾂ 玉ねぎ 人参 果物

豆腐チャンプルー　大根のみそ汁　 牛乳 牛乳 ﾊﾞﾀｰ　ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ にら 大根　

肉野菜そば　金時豆の甘煮 ふりかけおにぎり いりこ 鶏肉　金時豆 いりこ 沖縄そば 白米 黒糖 　 キャベツ　玉ねぎ　果物

わかめの和え物　果物 お茶 わかめ　ツナ 砂糖　油 もやし 人参　にら ｷｭｳﾘ

ごはん　鮭のみぞれ煮　果物 アガラサー 鮭　豚肉　牛乳 白米　さつま芋　 大根　しめじ　ﾈｷﾞ　ニラ

切干大根イリチー　さつま芋のみそ汁 牛乳 ｺﾝﾆｬｸ 砂糖 黒糖　強力粉　 人参　枝豆　玉ねぎ　果物

麦ごはん　ビーンズハンバーグ　 紅イモスイートポテト 合挽肉　大豆　牛乳　卵 白米 押し麦 油揚げ　ﾊﾟﾝ粉 玉ねぎ 人参 黄ﾋﾟｰﾏﾝ 果物

スパサラダ　ほうれん草のみそ汁　果物 牛乳 ゴマ　牛乳 サラスパ　紅イモ　砂糖 ｷｭｳﾘ ほうれん草 ﾈｷﾞ

ドライカレー　 リンゴゼリー 豚ﾐﾝﾁ　ｸﾞﾘｰﾝﾋﾟｰｽ　ﾁｰｽﾞ 白米　クラッカー　油　 しめじ　玉ねぎ　人参

野菜スープ　果物 ビスケット 牛乳 ｶﾚｰﾙｰ コーン  砂糖 大根　小松菜　果物

枝豆ごはん　豚肉と大豆のハッシュドポーク くずもち 枝豆 豚ロ-ス 大豆 白米　芋くず　黒糖 しめじ玉ね　人参　キャベツ　

野菜サラダ　もずくスープ　果物 牛乳 牛乳　きな粉　もずく 砂糖　ﾊﾔｼｼﾁｭﾙｰ ﾋﾟｰﾏﾝ　白菜　ニラ　果物

ごはん　酢豚 オートミールクッキー 豚ロース　卵　ｶﾆｶﾏ 白米 あわ  砂糖 ほうれん草 小松菜玉ねぎ 果物

ナムル　小松菜のみそ汁　果物 牛乳 牛乳 小麦粉　片栗粉　ｵｰﾄﾐｰﾙ ｼｲﾀｹ ﾋﾟｰﾏﾝ 人参 もやし

あわごはん　マーボー豆腐　 おにぎり 木綿豆腐　豚ﾐﾝﾁ　いりこ 白米 あわゴマ油 砂糖 玉ねぎ　人参　ｷｭｳﾘ ﾈｷﾞ　

中華和え あさりのすまし汁　果物 お茶 あさり　牛乳　ちくわ 片栗粉　 みつば　果物

ごはん　魚の照り焼き　果物 ヨーグルト和え 赤魚　ひじき　しらたき 白米　砂糖　油　 トマト　人参　ニラ　長ネギ

ひじき炒め　厚揚げのみそ汁 クラッカー 豚肉　厚揚げ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ 油揚げ　クラッカー 果物

　　　　　　　　　　　　11　月予定幼児食献立表　　　　　　　　　　　　11　月予定幼児食献立表　　　　　　　　　　　　11　月予定幼児食献立表　　　　　　　　　　　　11　月予定幼児食献立表
みやび認定こども園     

日 曜日 昼食 おやつ
赤（血や肉になる

もの）
黄（熱や力になる

もの）
緑（体調を整えるも

の）

1 木

2 金

5 月

6 火

7 水

8 木

9 金

12 月

10 土

13 火

14 水

15 木

16 金

お　　　　弁　　　　当　　　　会お　　　　弁　　　　当　　　　会お　　　　弁　　　　当　　　　会お　　　　弁　　　　当　　　　会

ひじき炒め　厚揚げのみそ汁 クラッカー 豚肉　厚揚げ　ﾖｰｸﾞﾙﾄ 油揚げ　クラッカー 果物

タコライス はちゃ棒 合挽肉　ﾁｰｽﾞ　牛乳 白米　油 玉ねぎ  ﾋﾟｰﾏﾝ ﾊﾟﾊﾟｲﾔ

パパイヤスープ　果物 牛乳 はちゃ棒 人参 ﾚﾀｽ ﾄﾏﾄ ｶｲﾜﾚ　果物

あわごはん　肉野菜炒め マシュマロおこし 豚ばら肉　ゆし豆腐 白米　あわ　ﾊﾞﾀｰ　黒ゴマ 玉ねぎ　もやし　人参

中華サラダ  ゆし豆腐　果物 牛乳 ｶﾆｶﾏ　わかめ 牛乳 コーン ｺｰﾝﾌﾚｰｸ ｵｰﾄﾐｰﾙ ｷｭｳﾘ 小松菜　ﾈｷﾞ　果物

きのこのカレーライス　果物 パン 鶏もも肉　牛乳 白米　ｶﾚｰﾙｰ　さつま芋 玉ねぎ 人参 しめじ  黄ﾋﾟｰﾏﾝ

ブロッコリーのツナ和え　春雨スープ 牛乳 大豆　ツナ 春雨 じゃが芋　パン　 ｼｲﾀｹ ﾌﾞﾛｯｺﾘ- 白菜 果物

納豆ごはん　魚のハーブ焼き　果物 バナナケーキ 赤魚　豚肉　牛乳　 白米 じゃが芋 ﾎｯﾄｹ-ｷﾐｯｸｽ 玉ねぎ 人参 ﾄﾏﾄ

肉じゃが　そうめん汁　 牛乳 卵　納豆 パン粉 麺 ﾊﾞﾀｰ 砂糖 しらたき 小松菜　ﾈｷﾞ　果物

【和食の日献立】　麦ごはん　豚肉のみそ漬焼き　 黒糖サーターアンダギー 豚肉　ゴマ　卵　牛乳　ｱｰｻ 白米　車麩　油　小麦粉 ｷｬﾍﾞﾂ　人参　玉ねぎ

麩ーﾁｬﾝﾌﾟﾙｰ　アーサのすまし汁　果物 牛乳 魚肉ｿｰｾｰｼﾞ　絹ごし豆腐 砂糖　ﾊﾞﾀｰ にら　ﾈｷﾞ　果物

チャーハン フルーツ寒天 鶏ﾓﾓ肉 エビ　 白米　コーン 玉ねぎ 人参 ﾋﾟｰﾏﾝ ｷｬﾍﾞﾂ

中華スープ　果物 牛乳 絹ごし豆腐　牛乳 油　砂糖 寒天 にら　小松菜　果物

鶏そぼろ丼　わかめの和え物 ほうれん草のホットケ-キ 鶏ﾐﾝﾁ ｳｨﾝﾅｰちくわ 大豆　 白米　あわ　砂糖　油　 玉ねぎ　人参　ﾈｷﾞ　ｷｭｳﾘ

豆スープ　果物 牛乳 ｷﾄﾞﾆｰﾋﾞｰﾝｽﾞわかめ　卵 牛乳　 じゃが芋  ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ほうれん草 果物

あわごはん　魚のムニエル　果物 南瓜のチーズ蒸しパン 赤魚　ｳｲﾝﾅｰ　　 白米 あわ 油 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ブロッコリー　人参　玉ねぎ

ブロッコリーソテー　カレー風味スープ 牛乳 ﾁｰｽﾞ　牛乳　卵 じゃが芋 ﾊﾞﾀｰ カレー粉 南瓜　ｷｬﾍﾞﾂ 果物　

三枚肉そば おかかおにぎり 豚ﾊﾞﾗ肉　ｶﾏﾎﾞｺ　ﾂﾅ 沖縄そば　ﾏﾖﾈｰｽﾞ　白米 人参　きゅうり　ﾈｷﾞ

白和え　果物 お茶 木綿豆腐　おかか　 砂糖 果物

【ｶﾐｶﾐ献立】ひじきの炊き込みごはん ゴマケーキ 赤魚 ﾂﾅ  卵 ｶｽﾃﾗｶﾏﾎﾞｺ 白米 砂糖 ﾊﾞﾀｰ こんにゃく　人参　しいたけ　

白身魚フライ　イナムドゥチ　果物 牛乳 豚ロース牛乳 パン粉 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ　 ﾈｷﾞ　果物

アップルケーキ 鶏もも肉　ハム　卵　牛乳 白米　小麦粉　ｸﾙﾄﾝ　油 ｷｬﾍﾞﾂ　ｷｭｳﾘ　赤ﾋﾟｰﾏﾝ

牛乳 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ　砂糖　 南瓜 玉ねぎ りんご 果物

＊11月3日は文化の日でお休みです。

19 月

17 土

月

27 火

20 火

21 水

22 木

お　誕　生　会　メ　ニ　ュ　ーお　誕　生　会　メ　ニ　ュ　ーお　誕　生　会　メ　ニ　ュ　ーお　誕　生　会　メ　ニ　ュ　ー

＊11月23日は勤労感謝の日でお休みです。

※食材の都合により献立を変更する事があります。

28 水

29 木

30 金

24 土

26


