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以上児
【栄養目標量】 【今月の平均】

エネルギー　　560kｃａｌ　　 569kcal
たんぱく質　　　21.0ｇ　　　 22.2ｇ

　たんじょうびかい 　こどもがよろこぶメニュー 　　「まごわやさしい」こんだて 脂質　　　　　　16.0ｇ　　　 15.9ｇ
塩分　　　　　    　2.5ｇ　　　　 2.5ｇ

2022ねん11がつ

むぎちゃ、やきそば
ごはん、だいこんとえのきのみ
そしる、ぎせいどうふ、ブロッ
コリーのごまあえ

やきそばめん、こめ、むぎ、あ
ぶら、さとう、すりごま

とうふ、たまご、ぶたにく、と
りひきにく、みそ、あぶらあ
げ、ぎゅうにゅう

キャベツ、だいこん、にんじん、も
やし、ほうれんそう、ブロッコ
リー、えのきたけ、しいたけ、ピー
マン、ひじき

ミルク、シュガーロール
けんちんうどん、むぎちゃ、し
ろみざかなのフライ、もやしの
いろどりあえ、バナナ

うどん、クロワッサン、さとい
も、あぶら、さとう、ごま

しろみさかなﾌﾗｲ、たまご、とう
ふ、ミルク、ぎゅうにゅう

バナナ、もやし、だいこん、に
んじん、きゅうり

ブルーベリーヨーグルト、アス
パラガスビスケット

みそラーメン、シューマイ、わ
ふうサラダ、りんご

ちゅうかめん、コッペパン、ご
まあぶら、さとう

ぶたひきにく、ミルク、かまぼ
こ、みそ、ぎゅうにゅう

りんご、キャベツ、もやし、に
んじん、たまねぎ、コーン、に
ら、わかめ

ココアミルク、スティックパン

ごはん、はくさいとえのきのみそし
る、さかなのやさいソースかけ、れ
んこんとあつあげのいために、オレ
ンジ

こめ、かたくりこ、むぎ、あぶ
ら、さとう、くろごま、ごまあ
ぶら

かじき、なまあげ、ミルク、み
そ、ぎゅうにゅう

オレンジ、はくさい、れんこん、り
んご、にんじん、たまねぎ、えのき
たけ、こんにゃく、ブルーベリー
ジャム、しょうが

こ　　ん　　だ　　て　　ひ　　ょ　　う

りんごジュース、せんべい

ごはん、キャベツとにんじんの
みそしる、ぶたのやきにく、さ
つまいものあまに

こめ、さつまいも、むぎ、さと
う、あぶら

ぶたにく、ミルク、みそ、ぎゅ
うにゅう

キャベツ、たまねぎ、あかピー
マン、ピーマン、にんじん、し
めじ、きピーマン

ミルク、かりんとう

ふりかけごはん、こまつなとあ
ぶらあげのみそしる、ウイン
ナー、ボイルブロッコリー、バ
ナナ

こめ、むぎ、マヨネーズ
ぎゅうにゅう、ウインナー、あ
ぶらあげ、みそ、

バナナ、こまつな、ブロッコ
リー

カレーライス、むぎちゃ、はる
さめサラダ、りんご

こめ、しょくパン、じゃがい
も、はるさめ、むぎ、さとう、
あぶら

ぶたひきにく、ハム、ミルク、
とろけるチーズ、ぎゅうにゅう

りんご、たまねぎ、にんじん、
きゅうり、キャベツ、ふくじん
づけ、ピーマン

ミルク、ピザトースト

いちごヨーグルト、ビスケット

ごもくごはん、すまし汁、とり
にくポンずやき、ツナサラダ、
プチケーキ

こめ、むぎ、マヨネーズ、あぶ
ら、さとう、やきふ

とりももにく、ミルク、ツナ、
あぶらあげ、ぎゅうにゅう

キャベツ、にんじん、きゅう
り、ねぎ、しいたけ、ごぼう、
わかめ、しょうが

ミルク、ドーナツ

ごはん、とんじる、さばのカ
レーこやき、ひじきのいため
に、オレンジ

こめ、じゃがいも、むぎ、さと
う、こむぎこ、あぶら、ごま

さば、ぶたにく、ミルク、み
そ、あぶらあげ、ぎゅうにゅう

オレンジ、にんじん、しいた
け、ごぼう、いちごジャム、ひ
じき、グリンピース

※園の行事などで献立が入れ替わることがあります。

だんだんさむくなってきました。しょくじのまえには、うがい・てあらいをしてばいきんからからだをまもりましょう。
※食材の関係で献立が変わることがあります。

ごはん、はくさいとあぶらあげのみ
そしる、こうやどうふのたまごとじ
に、キャベツとわかめのごまずあ
え、にまめ

さつまいも、こめ、むぎ、さと
う、ごま

たまご、とりももにく、ミル
ク、あぶらあげ、みそ、こおり
どうふ、ぎゅうにゅう

キャベツ、はくさい、にんじ
ん、たまねぎ、わかめ、グリン
ピース

ミルク、やきいも

ぶたひきにく、ミルク、たま
ご、バター、ぎゅうにゅう

はくさい、たまねぎ、にんじ
ん、しめじ、コーン、グリン
ピース

やさいやくだものには、ウイルスからみんなのからだをまもってくれるえいようそがたくさんはいっています。

りんごジュース、せんべい

けんちんうどん、むぎちゃ、し
ろみざかなのフライ、もやしの
いろどりあえ、バナナ

うどん、こめ、さといも、あぶ
ら、さとう、ごま

しろみさかなﾌﾗｲ、たまご、とう
ふ、ウインナー、バター、ぎゅ
うにゅう

バナナ、もやし、だいこん、に
んじん、コーン、きゅうり

むぎちゃ、ウインナーとコーン
のまぜごはん

ふりかけごはん、こまつなとあ
ぶらあげのみそしる、ウイン
ナー、ボイルブロッコリー、バ
ナナ

こめ、むぎ、マヨネーズ
ぎゅうにゅう、ウインナー、あ
ぶらあげ、みそ、

バナナ、こまつな、ブロッコ
リー

ごはん、だいこんとえのきのみ
そしる、ぎせいどうふ、ブロッ
コリーのごまあえ

こめ、しょくパン、マヨネー
ズ、むぎ、あぶら、さとう、す
りごま

とうふ、たまご、ミルク、とり
ひきにく、みそ、あぶらあげ、
ぎゅうにゅう

キャベツ、だいこん、にんじん、ほ
うれんそう、ブロッコリー、えのき
たけ、たまねぎ、しいたけ、コー
ン、ひじき

ミルク、コーンマヨネーズトー
スト

そうごうひなんくんれん（ひじょうしょくたいけん）
おにぎり、みそしる

おやつ
ミルク、アメリカンドック

バナナヨーグルト、リッツ

しょくパン（ジ・ピ）、たまご
スープ、とりにくのマーマレー
ドやき、マカロニサラダ

こめ、しょくパン、さつまいも、マ
カロニ、マヨネーズ、バターピー
ナッツ、かたくりこ、くろごま

とりももにく、たまご、ぎゅう
にゅう

キャベツ、ブロッコリー、にん
じん、マーマレード、いちご
ジャム

むぎちゃ、さつまいもごはん

ごはん、はくさいとえのきのみそし
る、さかなのやさいソースかけ、れ
んこんとあつあげのいために、オレ
ンジ

こめ、かたくりこ、むぎ、あぶ
ら、さとう、ごまあぶら

かじき、なまあげ、ミルク、み
そ、ぎゅうにゅう

オレンジ、はくさい、バナナ、れん
こん、りんご、にんじん、たまね
ぎ、だいこん、えのきたけ、こん
にゃく、しょうが

りんごジュース、せんべい

ごはん、キャベツとにんじんの
みそしる、ぶたのやきにく、さ
つまいものあまに

こめ、さつまいも、マカロニ、
むぎ、さとう、あぶら

ぶたにく、ミルク、みそ、きな
こ、ぎゅうにゅう

キャベツ、たまねぎ、あかピー
マン、ピーマン、にんじん、し
めじ、きピーマン

ミルク、マカロニあべかわ

なっとうごはん、たまねぎとと
うふのみそしる、シューマイ、
ボイルブロッコリー、バナナ

こめ、むぎ、マヨネーズ
ぎゅうにゅう、シューマイ、
なっとう、とうふ、みそ

バナナ、たまねぎ、ブロッコ
リー

ミルク、フライドポテト

カレーライス、むぎちゃ、はる
さめサラダ、りんご

こめ、じゃがいも、こむぎこ、
はるさめ、むぎ、さとう、あぶ
ら

ぶたひきにく、たまご、あず
き、ミルク、バター、ぎゅう
にゅう

りんご、たまねぎ、にんじん、
きゅうり、キャベツ、ふくじん
づけ、ピーマン

ミルク、あずきいりむしパン

ごはん、はくさいとあぶらあげのみ
そしる、こうやどうふのたまごとじ
に、キャベツとわかめのごまずあ
え、にまめ

こめ、フライドポテト、むぎ、
さとう、あぶら、ごま

ごはん、とんじる、さばのカ
レーこやき、ひじきのいため
に、オレンジ

こめ、じゃがいも、むぎ、こむ
ぎこ、あぶら、さとう、ごま

さば、ぶたにく、ミルク、み
そ、あぶらあげ、ぎゅうにゅう

オレンジ、にんじん、しいた
け、ごぼう、ひじき、グリン
ピース

ざ　　い　　り　　ょ　　う　　め　　い
ひづけ こんだて 3じおやつ

のむヨーグルト、サブレ

たまご、とりももにく、ミル
ク、あぶらあげ、みそ、こおり
どうふ、ぎゅうにゅう

キャベツ、はくさい、にんじ
ん、たまねぎ、わかめ、グリン
ピース

ミルク、コーンフレーク

しょくパン（ジ・ピ）、たまご
スープ、とりにくのマーマレー
ドやき、マカロニサラダ

こめ、しょくパン、マカロニ、
マヨネーズ、むぎ、バターピー
ナッツ、かたくりこ

とりももにく、たまご、ハム、
ほしえび、ぎゅうにゅう

キャベツ、ブロッコリー、にん
じん、マーマレード、いちご
ジャム

むぎちゃ、さくらえびごはん

ごはん、はくさいシチュー、
ミートローフ、フライドポテト

こめ、フライドポテト、むぎ、
パンこ、こむぎこ、あぶら、さ
とう


