
日 曜 お昼メニュー 材料 おやつメニュー 材料
熱量（ｋｃａｌ）
蛋白質（ｇ） 備考

米　豚肉　じゃがいも　玉葱　人参　りんご　バナナ　はちみつ　スキムミルク

カレールゥ　シュレッドチーズ　サラダチーズ　コンソメ　ブイヨン

フレンチサラダ きゃべつ　ブロッコリー ハム　ツナ　コーン　フレンチドレッシング りんご りんご

幼組児）牛乳　うさぎ組）野菜ジュース 牛乳　野菜ジュース エントリー ☆　☆　☆

米　ポークビッツ　玉葱　人参  グリンピース マッシュルーム　コーン　

コンソメ　ブイヨン　塩

コンソメスープ 白菜　じゃがいも　豚肉　コーン　コンソメ　ブイヨン　しょう油　みりん　酒　塩

ゼリー ゼリー

ごはん 米

鮭　塩　えのき　しめじ　玉葱　片栗粉

砂糖　しょう油　みりん　酒　かつおだし

白菜と油揚げの味噌汁 白菜　油揚げ　煮干し　昆布　合わせ味噌　かつおだし　かつおぶし　さばぶし

うどん　油揚げ　玉葱　人参　葱 牛乳　アイスコーン　カステラ

かつおだし　砂糖　しょう油　みりん　酒　 ホイップクリーム　黄桃缶

おからサラダ おから　ブロッコリー　ハム　ツナ　コーン　砂糖　しょう油　酢　マヨネーズ 牛乳　たこ　小麦粉　卵 

チーズ チーズ きゃべつ　葱　かつお節 ソース 

ごはん 米

えびかつ えび　玉葱　パン粉　卵白粉　油

切り干し大根の胡麻和え 切り干し大根　ほうれん草　人参　油揚げ　ゴマ　砂糖　しょう油　酢 お野菜せんべい
豆腐と麩の味噌汁 豆腐　麩　煮干し　昆布　合わせ味噌　かつおだし　かつおぶし　さばぶし プリッツ（サラダ味）

米　牛肉　玉葱　人参　じゃがいも　マッシュルーム　グリンピース　

ハヤシルウ　コンソメ　ブイヨン

ほうれん草のサラダ ほうれん草　きゃべつ　ブロッコリー　人参　しめじ　ベーコン　しょう油　砂糖　酢　サラダ油 柿 柿

幼組児）牛乳　うさぎ組）野菜ジュース 牛乳　野菜ジュース あたり前田のクリケット ☆　☆　☆

米　豚肉　玉葱　人参　白菜　しめじ　小松菜　三つ葉　油揚げ

かつおだし　しょう油　みりん　酒　片栗粉

牛肉コロッケ じゃがいも　牛肉　玉葱　牛脂　パン粉　小麦粉　コーンフラワー　水あめ　ショートニング　砂糖　しょう油　食塩　油

チーズ チーズ

ごはん　ちりめんじゃこ 米　ちりめんじゃこ

高野豆腐　豚肉　人参　しめじ　グリンピース　こんにゃく　油揚げ　ひじき

砂糖　しょう油　みりん　酒　かつおだし 白い風船
小松菜とかぶの味噌汁 小松菜　かぶ　煮干し　昆布　合わせ味噌　かつおだし　かつおぶし　さばぶし ソフトせんべい

スパゲティ　豚ミンチ　玉葱　人参　しめじ　マッシュルーム　コーン　グリンピース

コンソメ　ブイヨン　ケチャップ　砂糖

パンプキンサラダ かぼちゃ　ブロッコリー　ハム　ツナ マヨネーズ グレープゼリー グレープジュース　ゼラチン　砂糖

プルーン プルーン 牛乳ウエハース ☆　☆　☆

ごはん 米

フライドポテト じゃがいも　塩　油

かまぼこと麩のすまし汁 かまぼこ　麩　昆布　しょう油　みりん　酒　塩　かつおだし　かつおぶし　さばぶし ルヴァン ☆　☆　☆

米　卵　豚肉　玉葱　人参　しめじ　三つ葉　油揚げ　大豆

砂糖　しょう油　みりん　酒　かつおだし

白菜とブロッコリーのナムル 白菜　ブロッコリー　ちりめんじゃこ　ハム　ツナ　コーン　砂糖　しょう油　みりん　酒　酢　ゴマ油 ホットケーキmix　卵　豆乳　

レアチーズ レアチーズ 小松菜　ツナ　ベーコン

ごはん 米

鶏肉　玉葱　人参　白菜　しめじ　白ねぎ　こんにゃく　麩　厚揚げ

かつおだし　砂糖　しょう油　みりん　酒　 自然風味　汐錦
若布とえのきのすまし汁 若布　えのき　昆布　しょう油　みりん　酒　塩　かつおだし　かつおぶし　さばぶし 源氏パイ

米　ポークビッツ　玉葱　人参  グリンピース マッシュルーム　コーン　

コンソメ　ブイヨン　塩

コンソメスープ 白菜　じゃがいも　豚肉　コーン　コンソメ　ブイヨン　しょう油　みりん　酒　塩

ゼリー ゼリー

ごはん 米

鮭　塩　えのき　しめじ　玉葱　片栗粉

砂糖　しょう油　みりん　酒　かつおだし

白菜と油揚げの味噌汁 白菜　油揚げ　煮干し　昆布　合わせ味噌　かつおだし　かつおぶし　さばぶし

うどん　油揚げ　玉葱　人参　葱 牛乳 牛乳

かつおだし　砂糖　しょう油　みりん　酒　 米　大根葉　大根

おからサラダ おから　ブロッコリー　ハム　ツナ　コーン　砂糖　しょう油　酢　マヨネーズ さつまいも　鶏ミンチ　ひじき

チーズ チーズ かつおだし　しょう油　みりん　酒

米　牛肉　玉葱　人参　じゃがいも　マッシュルーム　グリンピース　

ハヤシルウ　コンソメ　ブイヨン

ほうれん草のサラダ ほうれん草　きゃべつ　ブロッコリー　人参　しめじ　ベーコン　しょう油　砂糖　酢　サラダ油 柿 柿

幼組児）牛乳　うさぎ組）野菜ジュース 牛乳　野菜ジュース あたり前田のクリケット ☆　☆　☆

ごはん 米

えびかつ えび　玉葱　パン粉　卵白粉　油

切り干し大根の胡麻和え 切り干し大根　ほうれん草　人参　油揚げ　ゴマ　砂糖　しょう油　酢 お野菜せんべい
豆腐と麩の味噌汁 豆腐　麩　煮干し　昆布　合わせ味噌　かつおだし　かつおぶし　さばぶし プリッツ（サラダ味）
ウインナードリア 米　バター　ﾎﾟｰｸﾋﾞｯﾂ　玉葱　アスパラ　マッシュルーム　コーン　ホワイトソース　豆乳　コンソメ　ブイヨン　チーズ　パン粉

フレンチサラダ プチトマト きゃべつ　ブロッコリー　ハム　ツナ　コーン　フレンチドレッシング　プチトマト

コンソメスープ 白菜　かぶ　大根　しめじ　黄パプリカ　豚肉　コンソメ　ブイヨン　しょう油　みりん　酒　塩 ワッフル　ホイップクリーム

レアチーズ レアチーズ 黄桃缶

ごはん　ちりめんじゃこ 米　ちりめんじゃこ

高野豆腐　豚肉　人参　しめじ　グリンピース　こんにゃく　油揚げ　ひじき

砂糖　しょう油　みりん　酒　かつおだし 白い風船
小松菜とかぶの味噌汁 小松菜　かぶ　煮干し　昆布　合わせ味噌　かつおだし　かつおぶし　さばぶし ソフトせんべい

スパゲティ　豚ミンチ　玉葱　人参　しめじ　マッシュルーム　コーン　グリンピース

コンソメ　ブイヨン　ケチャップ　砂糖

パンプキンサラダ かぼちゃ　ブロッコリー　ハム　ツナ マヨネーズ りんごゼリー りんごジュース　ゼラチン　砂糖

プルーン プルーン 牛乳ウエハース ☆　☆　☆

ごはん 米

フライドポテト じゃがいも　塩　油

かまぼこと麩のすまし汁 かまぼこ　麩　昆布　しょう油　みりん　酒　塩　かつおだし　かつおぶし　さばぶし ルヴァン ☆　☆　☆

ごはん 米

鶏肉　玉葱　人参　白菜　しめじ　白ねぎ　こんにゃく　麩　厚揚げ

かつおだし　砂糖　しょう油　みりん　酒　 自然風味　汐錦
若布とえのきのすまし汁 若布　えのき　昆布　しょう油　みりん　酒　塩　かつおだし　かつおぶし　さばぶし 源氏パイ

米　豚肉　じゃがいも　玉葱　人参　りんご　バナナ　はちみつ　スキムミルク

カレールゥ　シュレッドチーズ　サラダチーズ　コンソメ　ブイヨン

フレンチサラダ きゃべつ　ブロッコリー ハム　ツナ　コーン　フレンチドレッシング りんご りんご

幼組児）牛乳　うさぎ組）野菜ジュース 牛乳　野菜ジュース エントリー ☆　☆　☆

米　豚肉　玉葱　人参　白菜　しめじ　小松菜　三つ葉　油揚げ

かつおだし　しょう油　みりん　酒　片栗粉

牛肉コロッケ じゃがいも　牛肉　玉葱　牛脂　パン粉　小麦粉　コーンフラワー　水あめ　ショートニング　砂糖　しょう油　食塩　油

チーズ チーズ

カレイ　塩　玉葱　人参　しめじ　もやし　マッシュルーム　コーン　バター　ポン酢

他人丼

高野豆腐の煮物

休  園  （ 勤労感謝の日 ）

家庭保育協力日
ウインナーピラフ

お菓子

鮭のきのこあんかけ

ハヤシライス

22.2

☆うさぎ1組クッキング☆
お部屋でおポップコーンを

作って食べます♪

令和元年　　11　月　献　立　表　（  ５歳児ひまわり組・４歳児つくし組・３歳児たんぽぽ組・２歳児うさぎ組　）　　椥辻こども園

1 金
チーズカレー うさぎ組）牛乳 牛乳 546

17.8

2 土
ジュース りんごジュース　 531

☆　☆　☆ 14.8

4 月 休  園  （ 文化の日　振替休日 ）

5 火
ヨーグルト ヨーグルト　砂糖 468

グラハムビスケット ☆　☆　☆

6 水
きつねうどん ひま）牛乳　アイスコーンパフェ風 602

つく・たん・うさ）牛乳　たこ焼き 24.2

7 木
牛乳 牛乳 730 ☆離乳食講座☆

☆つくし1組クッキング☆お部屋でりんご
ホットケーキを作って食べます♪39.8☆　☆　☆

8 金
うさぎ組）牛乳 牛乳 605 ☆つくし組親子遠足☆琵琶湖博物館♪

☆ひよこ1組クッキング☆お部屋でりん
ごホットケーキを作って食べます♪17.3

9 土
野菜あんかけ丼 ジュース りんごジュース　 557

家庭保育協力日
お菓子 ☆　☆　☆ 17.1

11 月
牛乳 牛乳 663 ☆今月のお米☆

小杉農園のきぬひかり・
ミルキークイーンです♪☆　☆　☆ 31.8

12 火
牛乳 牛乳 594

高野豆腐の煮物

ミートスパゲティ ☆たんぽぽ1組クッキング☆
お部屋でお餅ピザを
作って食べます♪21.1

13 水
牛乳 牛乳 545 ☆たんぽぽ2組遠足☆

宝が池公園　子どもの楽園♪26.7
白身魚のホイル焼き

14 木
牛乳 牛乳 688 ☆たんぽぽ1組遠足☆

宝が池公園　子どもの楽園♪28.7ケークサレ

15 金
牛乳 牛乳 451 ☆つくし2組クッキング☆

お部屋でりんごホットケーキを
作って食べます♪

鶏肉のすき焼き風煮
17.9☆　☆　☆

16 土
ウインナーピラフ ジュース りんごジュース　 531

お菓子 ☆　☆　☆
家庭保育協力日

14.8

18 月
ヨーグルト ヨーグルト　砂糖 424

鮭のきのこあんかけ
☆ひまわり2組遠足☆万博公園♪

☆たんぽぽ2組クッキング☆お部屋で
お餅ピザを作って食べます♪グラハムビスケット ☆　☆　☆ 22.0

19 火
きつねうどん 615

大根とさつまいものおかゆ 28.2

20 水
ハヤシライス うさぎ組）牛乳 牛乳 471 ☆つくし1組遠足☆山田池公園♪

☆ひよこ2組クッキング☆お部屋でりん
ごホットケーキを作って食べます♪10.7

21 木
牛乳 牛乳 641 ☆うさぎ組親子遠足☆

八瀬野外保育センター♪34.7☆　☆　☆

22
誕生会

金
ジュース りんごジュース　 584

お楽しみワッフル 19.0

25 月
牛乳 牛乳 663

23 土

26 火
牛乳 牛乳 594 ☆ひまわり1組遠足☆万博公園♪

☆たまご1組クッキング☆お部屋で
お焼きを作って食べます♪21.1

27 水
牛乳 牛乳 572

☆つくし2組遠足☆山田池公園♪
26.7

金
うさぎ組）牛乳 牛乳 546チーズカレー

28 木
牛乳 牛乳 451

17.8

30 土
野菜あんかけ丼 ジュース

29

☆　☆　☆ 17.1

りんごジュース　 557

17.9☆　☆　☆

☆　☆　☆

お菓子
家庭保育協力日

ミートスパゲティ

白身魚のホイル焼き カレイ　塩　玉葱　人参　しめじ　もやし　マッシュルーム　コーン　バター　ポン酢

鶏肉のすき焼き風煮

31.8

今月この地域の旬（たくさん出回り
おいしく食べられる食材）は大根・か

ぶ・白菜・りんご・柿です。給食のメ
ニューにも取り入れているので、何
が入っているか探してみてください

ね♪

サンプルはたんぽぽ組（3歳児）
の分量です。うさぎ組はそれより
少なめ、つくし・ひまわり組はそ
れより多めです。質問などは担

任にお聞きください。

☆たんぽぽ組親子遠足☆びわここどもの国♪☆ひ

まわり2組クッキング☆お部屋でお好み焼きを作っ

て食べます♪

☆ほっとタイム☆１１月3日は文化の日です。夕方4時半

から本館給食室前でほっこりコンソメ

スープを用意しています。ほっと一息ゆったりした時間

を過ごしてくださいね。

☆ひまわり１組お部屋でお好み焼きを作って食べます☆☆う

さぎ2組お部屋でポップコーンを作って食べます☆


