
令和2年11月　　　予定献立表（一般）

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 �働く力や熟と 　なる �体の調子を整 えるもの �調味料・その他 �乳児 �幼児 

2 16 �月 �ごはん �牛乳 �豚挽肉．おから �はいが精米，油 �玉ねぎ，ほうれん草 �水．壇 �512kcal �420kGal おからハンバーグ �ビーフンのカレー炒め �スキムミル久花かつお �パン粉 �もやし，えのきだけ �こしょう，しよう油 �たんばく∫ �たんばく■ 

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 

味吋汁（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 ��膠もも肉 �ビーフン �キャベツ �カレー粉 �16．6g �17．5g 

4 18 �水 �はちみつサンド �牛乳 �卵 �食パンはちみつ �ほうれん草．玉ねぎ �壇 �509kca �414kcal ヽヽ　ヽ �豆腐と黒鍵のケーキ ��じゃがいも．油 小麦粉 �キャベツト人参 ピーマン，白菜 �●し、 �たんばく貫 �たんばく■ 
ツン′ユ 野菜ソテ－ ��豆乳 ���」よっ 水 �19．5g �17．3g 

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

りんご ��絹豆腐 �黒砂糖 �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 �はいが糧米，じゃがいも �人参 �カレー粉，水 �531kc8t �423kcat 三色サラダ �手作りポップコーン �スキムミルク �軋バター �玉ねぎ �コンソメ，ケチャップ �たんばく干 �たんばく書 

干いも �牛乳（乳児のみ） �小麦粉 �ブロッコリー �中濃ソース，壇 �17．4g �15．2g 

ジョアマスカット �とうもろこし（乾） 干し芋 �カリフラワー �酢，しょう油 �脂質 15．0g �脂質 15．1g 

6 20 �金 �ごほん �牛乳 �生鮭 �はいが精米 �人参，もやし �しよう油 �511k¢81 �406kCa 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 �酢 �たんばく■ �たんばく貫 

もやしの三杯酢 ��味噌 �油 マヨネーズ �ほうれん草 �だし汁 �21．8g �21．6g 

味噌汁（生あげ・ほうれん草） 林 ��牛乳 ��柿 �B・P �脂　賞 �脂　質 

豆乳 �砂糖 �りんご ��15．1g �15．9g 

9 30 �月 �ごほん �牛乳 �卵 �はいが精米．油 �玉ねぎ �壇，こしょう �535kc81 �438kcal オムレツ �スイートポテト �豚挽肉 �暮雨（でんぷん）．砂■ �人参 �ケチャップ，酢 �たんばく井 �たんばく薫 

梓三線 ��ロースハム �胡麻油．魅 �きゅうり �しょう油 �18．9g �17．8g 

清汁（魅り小松菜） ��牛乳 �さつま宇 �小松菜 �だし汁 水 �脂　質 �脂　質 

りんご ��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） �はいが精米 �人参，玉ねぎ �だし汁 �522kGat �420kcat 鶏肉と里芋の煮物 �炊き込みごはん �絹豆腐 �里芋 �ごぼう，坂こんにゃく �しよう油 �たんばくr �たんばく■ 

きんぴらごぼう ��味噌 �油 砂糖 �さやえんどう．生わかめ �酒 みりん 壇 �20．3g �19．7g 

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

みかん ��まぐろ油煮缶 �白胡麻 �しめじ冷凛グリンピース ��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 壇 しよう油 �511kGaI �471kCal 焼き魚 �ココアクリームパン �綿豆腐 �油．白胡麻 �ごぼう．板こんにゃく ��たんばく∫ �たんばく■ 

小松菜の胡麻和え ��味噌 �砂糖 �長ねぎ．レモン ��21．4g �22．0g 

（幼児）豚汁 ��さんま �パターロール �小松菜，えのきだけ �純ココア �脂　質 �脂　質 

りんご ��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） �パターロトール．マカロニ �玉ねぎ．しめじ �壇こしょう �494kc81 �421kcal チキングラタン �ふかし芋 �スキムミルク �油ノくター �パセリ．白菜 �水 �たんばく井 �たんばく責 

白菜サラダ �いりこ �扮チーズ �小麦粉 �りんこレーズン �コンソメ �21．0g �20．2g 

わかめスープ ��牛乳 �パン粉 �生わかめ �酢 �脂　質 �脂　質 

いりこ �さつま芋 �畏ねぎ �鶏ガラスープ �17．0g �14．6g 

13 27 �金 �‾はん � �豚もも肉大正金時豊 �はいが精米砂糖 �ほうれん草もやし �しょう油，みりん 塩 �540kGa �433kc8I たんばく■ 

」．■ 豚肉の胡麻照り焼き �沖縄凰ドーナツ �牛乳 �小麦粉，自胡麻 油 黒砂糖 �人参 ��たんばく■ 

ほうれん草の海苔和え　煮豆 ��油あげ ��焼のり �だし汁 �21．8g �21．2g 

味噂汁（油あげt大根） ��味噌 卵 ��大根 �B・P 水 �脂　質 �脂　質 

りんご ���バター �りんご ��17．5g �17．9g 

17 �火 �ごほん �牛乳 �豚レバー �はいが精米．胡麻油 �生姜汁，ピーマン �酒 �513kcal �416k¢al 

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 �しよう油 �たんばく井 �たんばく∫ 

酢の物 ��絹豆腐 �油 �生わかめ �だし汁 �21．0g �20．6g 

味吋汁（豆廉・なめこ） ��味付 �砂糖 �みかん缶 �酢 壇 �脂　質 �脂　質 

牛乳 �ロールカステラ �なめこ ��16．2g �17．3g 

参 考 献 立 � �ごほん �牛乳 �油あげ �はいが鶉米．かたくり粉 �玉ねぎト生姜汁 �酒 �557kca �454kc8 
偉田巻煮 �青のりおにぎり �鶏挽肉 �パン粉，砂糖 �切干し大根，人参 �塩 �たんばく■ �たんばく暮 

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 �だし汁 �19．4g �19．1g 

味噌汁（えのきだけ・白菜） ��牛乳 �油 �白菜，みかん �しょう油 酢 �脂　質 �脾　質 

みかん ����青のり ��15．0g �15．7g 

参 考 献 ＿▲＿ � �ごほん �牛乳 �生あげ �はいが精米，油 �人参，玉ねぎ �しよう油 塩 水 �546kc81 �452kcal 
生揚の中華風煮 �スティックパン �豚もも肉 �砂糖かたくり扮 �生しいたけ．菰たけのこ ��たんばく■ �たんばく井 

黄金煮 ��味付 �さつま芋バター �長ねぎ，生姜汁 ��19．1g �18．3g 

味噌汁（魅・ほうれん草） ��牛乳 �魅 �にんにくほうれん草 �だし汁 �脂　賞 �脂　賞 
ユL ��柿 ���スティックパン �柿 ��17．5g �18．2g 

※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。


