
538kcal 21.0g 616kcal 26.1g

21.5g 1.7g 26.5g 2.1g

537kcal 18.3g 616kcal 21.2g

22.2g 1.9g 26.8g 2.2g

3 祝

546kcal 21.8g 617kcal 27.1g

15.0g 1.8g 18.8g 2.2g

531kcal 20.1g 603kcal 22.3g

19.3g 1.8g 23.1g 2.1g

6 土

548kcal 16.9g 633kcal 20.6g

20.1g 1.2g 23.6g 1.4g

549kcal 16.3g 625kcal 19.9g

19.9g 1.9g 23.9g 2.3g

516kcal 15.8g 599kcal 19.7g

18.3g 1.5g 22.1g 1.8g

554kcal 23.1g 588kcal 23.3g

19.5g 2.1g 23.0g 2.4g

532kcal 18.8g 578kcal 21.3g

19.7g 1.3g 22.9g 1.4g

13 土

555kcal 14.7g 621kcal 15.9g

15.9g 1.9g 18.2g 2.1g

551kcal 21.4g 646kcal 26.4g

19.7g 1.7g 23.9g 2.1g

549kcal 19.1g 621kcal 23.6g

19.4g 1.4g 22.8g 1.5g

534kcal 16.3g 598kcal 17.2g

22.4g 2.0g 26.1g 2.2g

20 土

543kcal 14.0g 615kcal 17.2g

20.7g 1.9g 24.3g 2.1g

23 祝

519kcal 18.2g 594kcal 21.0g

19.6g 2.0g 23.5g 2.3g

572kcal 25.0g 649kcal 27.8g

21.0g 1.4g 25.5g 1.7g

26 金

27 土

567kcal 21.6g 634kcal 26.3g

18.7g 1.5g 20.0g 1.8g

528kcal 15.8g 589kcal 17.4g

23.4g 2.3g 27.8g 2.5g

544kcal 18.9g 615kcal 22.1g
19.4g 1.7g 23.2g 2.0g

ベーコン　 オレンジ

鶏肉　牛乳 パン　じゃがいも 玉ねぎ　人参　ほうれん草
チキンナゲット 植物油 マッシュルーム
飲むヨーグルト ブロッコリー　コーン

勤労感謝の日

さつま揚げ　納豆 植物油　こんにゃく 絹さや　わかめ
しらす干し ごま油 えのき　小松菜　バナナ

25 木

そぼろごはん  鰆のおろし焼き
かぼちゃ煮  けんちん汁
いんげんのツナサラダ  かき

ビスケット
卵：いんげんのツナサラダ
→マヨネーズ麦茶

きなこクッキー

鶏ひき肉　鰆 こめ　植物油　砂糖 大根　あさつき　かぼちゃ　人参
豆腐　油揚げ マヨネーズ みつば　いんげん　玉ねぎ
シーチキン コーン　かき

竹輪　油揚げ わかめ　ほうれん草　コーン
パイナップル

人参　椎茸　みつば　たけのこ
スキムミルク　 ドレッシング 切干大根　干し椎茸　たまねぎ　
全卵　鶏ひき肉 こめ　砂糖　里芋

鯖　油揚げ こめ　片栗粉　植物油 小松菜　人参　えのき
ハム 焼き麩　じゃがいも わかめ　たまねぎ　きゅうり

マヨネーズ コーン

鶏ひき肉　全卵 こめ　片栗粉　砂糖 ごぼう　玉ねぎ　人参

白身魚　油揚げ こめ　小麦粉　植物油 ひじき　人参　グリーンピース
豆腐 マヨネーズ　砂糖 わかめ　玉ねぎ　いんげん
シーチキン じゃがいも　ドレッシング コーン　バナナ

2 火

豚肉ときのこの卵とじ丼
ビーフンソテー
ほうれん草の味噌汁
ごぼうサラダ  バナナ

ウエハース

牛乳
揚げせんべい

卵：豚肉ときのこの卵とじ丼
→卵抜き
ごぼうサラダ
→ハム、マヨネーズ抜き

えび　油揚げ 植物油　マヨネーズ 人参　キャベツ　きくらげ
ハム　かつお節 ほうれん草　ごぼう　きゅうり

バナナ

豚肉　鶏卵 こめ　砂糖　ビーフン たまねぎ　しめじ　えのき

牛乳
Ｃａせんべい

22 月

ごはん  鶏のごまみそ焼き
五目きんぴら  わかめのすまし汁
小松菜の納豆じゃこ和え  バナナ

甘辛せんべい

30 火

ミルクパン  クリームシチュー
チキンナゲット  飲むヨーグルト
ブロッコリーのベーコンサラダ
オレンジ

ビスケット
乳：ミルクパン→おにぎり
クリームシチュー→対応ルゥ
飲むヨーグルト→りんごジュース
じゃがいも：じゃがいも抜き
卵：ブロッコリーサラダ→ベーコン
抜き

麦茶
鮭わかめおにぎり

鶏肉 こめ　ごま　砂糖 長ねぎ　ごぼう　人参

卵：はなしゅうまい→卵抜き
小松菜ソテー→ベーコン、バター抜
き　じゃがいも：さつまいも煮

ほたて水煮 ごま油　シュウマイの皮 えのき　椎茸　青のり

牛乳
フルーツゼリー

全卵　ベーコン 植物油 グレープフルーツ

卵：ポテトサラダ
→ハム、マヨネーズ抜き
じゃがいも：じゃがいも抜き

※保育希望者は、お弁当持参でお願いします※

19 金

ごはん
五目たまごやき  切干大根の竹輪煮
さといもの味噌汁  ほうれん草サラダ
パイナップル

クラッカー

卵：五目たまごやき→ハンバーグ
牛乳

セサミ蒸しパン

豚ひき肉 こめ　ごま　パン粉 玉ねぎ　コーン
全卵　牛乳 植物油　春雨 いんげん　人参　小松菜
ウインナー　 砂糖　ごま油 コーンクリーム　干し椎茸
かにかまぼこ きゅうり　もやし　もも

牛乳
ビスケット

18 木

ふりかけごはん
コーン入りハンバーグ
いんげんソテー  中華コーンスープ
春雨の中華サラダ  もも

塩せんべい

17 水

ごはん  鯖のたつたあげ
小松菜の煮浸し
麩とわかめの味噌汁
ポテトサラダ  ゼリー

Ｃａせんべい

卵、乳：コーン入りハンバーグ
→卵、牛乳抜き
いんげんソテー→ベーコン抜き
春雨の中華サラダ→かにかま抜き

牛乳
さつまいもクッキー

ベーコン こめ　砂糖　植物油 ごぼう　人参　わかめ

卵：ごぼうとベーコンソテー
→ベーコン抜き
マカロニサラダ→ハム、マヨ抜き

月

ごはん  餃子
ごぼうとベーコンソテー
わかめ中華スープ
マカロニサラダ  バナナ

ウエハース

麦茶
小松菜のおにぎり

ハム マカロニ　ごま あさつき　もやし

ミルクココア
塩せんべい

16 火 ☆お弁当の日☆
りんごジュース

ベーコン　かにかま じゃがいも　砂糖 キャベツ　しめじ　えのき
全卵　チーズ もやし　わかめ　長ねぎ

キウイフルーツ

鶏肉 こめ　植物油

※保育希望者は、お弁当持参でお願いします※

15 マヨネーズ 切干大根　きゅうり
コーン　バナナ

12 金

ごはん  鶏の照焼
ウインナーとほうれん草のソテー
チンゲン菜のすまし汁
ブロッコリーのツナサラダ  ゼリー

ビスケット
卵：ウインナーとほうれん草のソ
テー　→対応ウインナー牛乳

クリームパン

ほうれん草　人参　玉ねぎ
ウインナー　 チンゲン菜　ブロッコリー　
シーチキン コーン

11 木

ごはん  高野豆腐のオランダ煮
しめじソテー
かにかますまし汁  チーズ
キウイフルーツ

源氏パイ 卵：しめじソテー→ベーコン抜き
かにかますまし汁かにかま抜き
乳：チーズ→ウインナー
キウイフルーツ→ゼリー

牛乳
タルト

高野豆腐　鶏肉 こめ　片栗粉　植物油 人参　玉ねぎ　グリーンピース

10 水

ごはん  鶏ごぼうつくね
キャベツとウインナーソテー
ほうれん草のすまし汁
かぼちゃサラダ  りんご

甘辛せんべい 卵、乳：鶏ごぼうつくね→卵、乳抜
き　　　　　キャベツとウインナー
ソテー　　　　　→対応ウインナー
かぼちゃサラダ→ベーコン、マヨ抜
き

麦茶
ココア蒸しパン

スキムミルク 植物油　マヨネーズ ひじき　きゃべつ　いんげん
ウインナー　 ほうれん草　かぼちゃ　りんご
ベーコン

9 火

ごはん  白身魚のオーロラソース
ひじきの炒め煮
じゃがいもの味噌汁
いんげんサラダ  バナナ

オレンジジュース
卵：白身魚のオーロラソース
→白身魚の照焼牛乳

メロンパントースト

鶏肉　ベーコン こめ　小麦粉　植物油 玉ねぎ　長ねぎ　ブロッコリー
全卵　ハム 砂糖　片栗粉　ごま しめじ　えのき　コーン

春雨　ごま油 わかめ　ほうれん草　人参
オレンジ

※保育希望者は、お弁当持参でお願いします※

8 月

ごはん　 鶏チリ焼き
ブロッコリーときのこソテー
わかめと卵のコンソメスープ
春雨サラダ  オレンジ

Ｃａせんべい 卵：ブロッコリーときのこソテー
→ベーコン抜き
わかめのスープ→卵抜き
春雨サラダ→ハム抜き

ミルクココア
ビスケット

5 金

ごはん  春巻き
豚肉と春雨炒め
小松菜の味噌汁
アスパラサラダ  ゼリー

クラッカー
卵：アスパラサラダ
→ドレッシング変更牛乳

ウエハース

豚肉　油揚げ こめ　植物油　春雨 人参　玉ねぎ　にら
春巻き 砂糖　ドレッシング もやし　小松菜

アスパラガス　きゅうり

木

ごはん  カレー
ゆでたまご
ブロッコリーのツナサラダ
みかん

卵：ゆでたまご→ウインナー
じゃがいも：カレー→じゃがいも抜
き

野菜ジュース

牛乳
ビスケット

豚肉　全卵 こめ　じゃがいも 人参　玉ねぎ　グリーンピース
シーチキン 植物油 ブロッコリー　コーン

ドレッシング みかん

F

1 月

ごはん  鮭の香味焼き
あつあげのそぼろ煮  小松菜の味噌汁
キャベツとベーコンサラダ
オレンジ

りんごジュース
卵：キャベツとベーコンのサラダ
→ベーコン、マヨネーズ抜き牛乳

源氏パイ

鮭　生揚げ こめ　ごま　植物油 長ねぎ　人参　玉ねぎ

豚ひき肉 砂糖　片栗粉　 小松菜　キャベツ　干し椎茸
ベーコン マヨネーズ コーン　えのき　オレンジ

ウエハース
豚ひき肉 こめ　パン粉　砂糖 玉ねぎ　小松菜　人参

　令和3年度11月 　　　　　　　　長浦保育園

日 曜日 料理名

午前おやつ
血や肉をつくる

もの赤群
力や体温となる

もの黄群
体の調子をよくするもの緑群

未満児

午後おやつ P Na P Na

以上児

アレルギー対応献立E F E

卵：春雨のソテー→ベーコン抜き
中華スープ→卵抜き
キャベツサラダ→ハム抜き

ベーコン　全卵 ごま　春雨 人参　いんげん　わかめ

牛乳
塩せんべい

ハム ドレッシング キャベツ　きゅうり　コーン
パイナップル

文化の日

29 月

ごはん  豚肉のプルコギ風
春雨のソテー  中華スープ
キャベツサラダ
パイナップル

飲むヨーグルト
豚肉　牛乳 こめ　砂糖　ごま油 赤ピーマン　青ピーマン　玉ねぎ

24 水

ごはん
はなしゅうまい  小松菜ソテー
きのこスープ  じゃがいもの青のり和え
グレープフルーツ

4

♬お楽しみ献立♬

※保育希望者は、お弁当持参でお願いします※

豆腐 じゃがいも

E→エネルギー（kcal） P→タンパク質（g） F→脂質（g） Na→食塩（g）

＊今月のお弁当の日は、11月16日(火)です。

＊先月のお楽しみ献立は、チキンカツサンド、スマイルポテト、りんごジュース、

 

基準値 E P F Na 

未満児 500 16～25 11～17 1.6 

以上児 630 21～32 14～21 1.6 

 


