
令和2年11月　　　予定献立表(一般)　　　　　可愛保育園

日 �曜 �昼食献立名 �午後おやつ 献立名 �主な材料の体内での働き ����栄養価 乳児.主食 乳児“幼児副食 ��血や肉となる �働く力や熱と 　なる �体の調子を整 えるもの �調味料,その他 �乳児 �幼児 

補食 

2 16 �月 �ごほん �牛乳 �豚挽肉,おから �はいが精米.油 �玉ねぎほうれん草 �水,塩 �512kcaI’ �420kcaI おからハンバーグ �ビーフンのカレー炒め �スキムミルク.花かつお �パン粉 �もやし.えのきだけ �こしょう,しよう油 �たんばく質 �たんばく賞 

ほうれん草のおひたし ��味噌 �砂糖 �みかん �みりん,だし汁 �21.3g �21,6g 

味噌汁(じゃがいも・えのきだけ) ��牛乳 �じゃがいも �人参 �コンソメ �脂　質 �脂　質 

みかん �クッキー �豚もも肉 �ビーフン �キャベツ �カレー粉 �16.6g �17.5g 

4 18 �水 �まちみつサンド �牛乳 � �食パン.はちみつ �ほうれん草,玉ねぎ �塩 こしょう �509kcal �414kcai キッシュ �豆腐と黒瀬のケーキ �卵 �じゃがいも.油 �キャベツ,人参 ��たんばく質 �たんばく質 

野菜ソテー ��豆乳 �小麦粉 �ピーマン.白菜 �水 �19.5g �17.3g 

白菜スープ �チース �牛乳 �上新粉 �小松菜.りんご �コンソメ �脂　質 �脂　質 

りんご �サブレ �絹豆腐 �黒砂絵 �レーズン �B"P �18,9g �18.6g 

5 19 �木 �カレー(ライス) �のむヨーグルト �豚もも肉一 �はしヽが精米,じゃがいも �人参 �カレー粉,水 �531来ea嘉 �423掠冶t・ 三色サラダ �手作りポソプコーン �スキムミルク �油了やター �玉ねぎ �コンソメ,ケチャップ �たんばく質 �たんばく質 

干いも �牛乳(乳児のみ) �小麦粉 �ブロッコリー �中濃ソース,塩 �17,4g �15.2g 

ゼリー せんべい �ジョアマスカット �とうもろこし(乾) 干し草 �ガ)フラワー �酢,しよう油 �脂質 15.Og �脂質 15.1g 

6 20 �金 �ごはん �牛乳 �生鮮 �はいが滞米 �人参事もやし �しよう油 酢 だし汁 �511kcaI �406kcai 魚のもみじ焼 �りんご入り蒸しパン �生あげ �小麦粉 �きゅうり,ホールコーン缶 ��たんばく質 �たんばく賞 

もやしの三杯酢 ��味噌 �油 �ほうれん草 柿 りんご ��21.8g �21.6g 

味噌汁(生あげほうれん草) 柿 ��牛乳 豆乳 �マヨネーズ 砂糖 ��B"P �脂質 15,1g �脂質 15.9g 
バウムクーヘン 

7 21 �土 �ごほん �牛乳 �油あげ �はいが滞米.かたくり粉 �玉ねぎ生婁汁 �酒 塩 だし汁 �557kcal �454kcai 信田巻煮 �青のりおにぎり �鶏挽肉 �パン粉,砂赫 �切干し大根人参 ��たんばく質 �たんばく質 

切り干し大根のサラダ ��味噌 �白胡麻,胡麻油 �きゅうり,えのきだけ ��19,4g �19,1g 

味噌汁(えのきだけ"白菜) みかん ��牛乳 �油 �白菜,みかん 青のり �しよう油 酢 �脂質 15.Og �脂質 15.7g 

9 30 �月 �ごほん �牛乳 �卵 �はいが精米,油 �玉ねぎ �塩,こしょう �535kcal �438kcai オムレツ �スイートポテト �豚挽肉 �春雨(でんぷん),砂糖 �人参 �ケチャップ酢 �たんばく質 �たんばく質 

拝三線 ��ロースハム �胡麻油.越 �きゅうり �しよう油 �18.9g �17.8g 

清汁(遽“小松菜) ��牛乳 �さつま芋 �小松菜 �たし汁 水 �脂　質 �脂　質 

りんご �100%リンコツユース �スキムミルク �バター �りんご ��17.9g �18.7g 

10 24 �火 �ごほん �牛乳 �鶏もも肉(皮なし) �はいが滞米 �人参,玉ねぎ �だし汁 �522kcaI �420kcal 鶏肉と里芋の煮物 �炊き込みごほん �絹豆腐 �里芋 油 砂糖 �ごぼう版こんにゃく �しよう油 �たんばく質 �たんばく質 

きんぴらごぼう ��味噌 ��さやえんどう,生わかめ �酒 �20.3g �19.7g 

味噌汁(豆腐・わかめ) ��牛乳 ��みかん,えのきだけ �みりん 塩 �脂　質 �脂　質 

みかん �クッキー �まぐろ油煮缶 �白胡麻 �しめじ冷凍ダノンピース ��14.3g �14.6g 

11 25 �水 �豚汁うどん �牛乳 �豚もも肉 �乾麺,里芋 �人参.大根 �だし汁 塩 しよう油 �“5†丁kcさ「 �4了十k〇才「 焼き魚 �ココアクリームパン �絹豆腐 �油.白胡麻 �ごぼう.板こんにゃく ��たんばく質 �たんばく質 

小松菜の胡麻和え ��味噌 �砂糖 �長ねぎレモン ��21.4g �22.Og 

りんご �チーズ �さんま �バターロール �小松菜,えのきだけ �純ココア �脂　質 �脂　質 

サブレ �牛乳 �コーンスターチ �りんご ��19.4g �21.7g 

12 26 �木 �ロールパン �牛乳 �鶏むね肉(皮なし) �バターロール,マカロニ �玉ねぎしめじ �塩,こしょう 水 �494kcal �421kcai チキングラタン �ふかし芋 �スキムミルク �油バター �パセリ,白菜 ��たんばく賀 �たんばく質 

白菜サラダ �いりこ �粉チーズ �小麦粉 �りんごレーズン �コンソメ 酪 鶏ガラスープ �21.Og �20,2g 

わかめスープ ��・牛乳 いりこ �iン粉 さつま芋 �生わかめ 長ねぎ ��脂質 17.Og �脂質 14,6g 

バウムクーヘン 

13 27 �金 �ごほん �牛乳 �豚もも肉.大正金時豆 �はいが精米,砂糖 �ほうれん草,もやし �しよう油.みりん 塩 だし汁 �540kcai �433kcaI 豚肉の胡麻照り焼き �沖縄風ドーナツ �牛乳 �小麦粉.白胡麻 油 �人参 ��たんばく質 �たんばく質 

ほうれん草の海苔和え　煮豆 ��油あげ ��焼のり ��21.8g �21.2g 

味噌汁(油あげ"大根) �ゼリー �味噌 卵 �黒砂糖 �大根 �B・P 水 �脂　質 �脂　質 

りんご �せんべい ��バター �りんご ��17.5g �17.9g 

14 28 �土 �ごほん �牛乳 �生あげ �はいが溝米,油 �人参,玉ねぎ �しよう油. 塩 水 だし汁 �546kcaし �臆45.2kcaし 生揚の中華風煮 �スティックパン �豚もも肉 �砂糖,かたくり粉 �生しいたけ読たけのこ ��たんばく質 �たんばく質 

黄金煮 ��味噌 �さつま芋バター 怒 スティックパン �長ねぎ牛糞汁 ��19.1g �18.3g 

味噌汁(麹・ほうれん草) 柿 ��牛乳 ��にんにく,ほうれん草 柿 ��脂質 17.5g �脂質 18.2g 

17 �火 �ごほん �牛乳 �豚レバー �はいが栢米.胡麻油 �生茎汁.ピーマン �酒 しよう油 �513kca �416kca 

レバーの香り揚げ �ロールカステラ �しらす干し �かたくり粉 �きゅうり ��たんばく質 �たんばく質 

酢の物 ��結豆腐 �油 �生わかめ �だし汁 酢 塩 �21,Og �20.6g 

味噌汁(豆腐・なめこ) ��味噌 牛乳 �砂糖 ロールカステラ �みかん缶 なめこ ��脂質 16.2g �脂質 17.3g 

100%リンコ●ジュース 

※幼児は ��副食給食のため、主食分の栄養価が含まれていません。　※(参考)幼児の主食は胚芽精米50gを目安量としています。 

アレルギー等に配慮し、使用食材を明記しています。各家庭で御確認ください。


