
◇大豆とひき肉のカレー◇ ◇ご飯◇

◇鶏肉のにんにく味噌焼き◇ ◇コロコロサラダ◇ ◇鮭の塩焼き◇

◇ご飯◇ ◇ご飯◇ ◇ご飯◇ ◇大豆とひき肉のカレー◇ ◇ご飯◇
　精白米 　精白米 　精白米 　スパゲティー 　精白米 　精白米 　精白米
　水 　水 　水 　鶏もも小間 　水 　豚挽き肉 　水

　小麦粉(薄力粉) 　たまねぎ
◇さわらの煮付け◇ 　たまねぎ ◇鮭の塩焼き◇ 　人参 ◇カレイの磯辺焼き◇
　サワラ 　鶏もも 　豚ウデスライス 　しめじ(ぶなしめじ) 　サケ 　大豆水煮 　ｶﾗｽｶﾚｲ 
　おろし生姜 　おろしにんにく 　キャベツ 　エリンギ 　食塩 　サラダ油 　薄口醤油
　三温糖 　濃口醤油 　たまねぎ 　おろしにんにく 　バター 　本みりん
　濃口醤油 　三温糖 　人参 　ダイストマト ◇ほうれん草ののり和え◇ 　小麦粉(薄力粉) 　合成酒
　薄口醤油 　合成酒 　サラダ油 　トマトケチャップ 　ほうれん草 　カレー粉 　青のり
　合成酒 　赤味噌 　おろし生姜 　食塩 　もやし 　トマトケチャップ
　だし汁 　白味噌 　コンソメ 　人参 　コンソメ ◇わかめ和え◇
　片栗粉 　三温糖 　ごま油 　ウスターソース 　白菜

　チンゲン菜 　濃口醤油 　薄口醤油 　濃口醤油 　もやし
　もやし ◇コロコロサラダ◇ 　三温糖 　食塩 　人参

　ブロッコリー 　しらす干し ◇かぼちゃのごま和え◇ 　大豆水煮 　きざみのり 　焼きちくわ
　鶏ささみ(筋無) 　カーネルコーン 　南瓜 　さつまいも ◇マカロニサラダ◇ 　カットわかめ
　人参 　三温糖 　サラダ油 　人参 ◇豚汁◇ 　マカロニ 　白すりごま
　米酢 　濃口醤油 　白すりごま 　ﾗｲﾄﾂﾅﾌﾚｰｸ油漬 　大根 　胡瓜 　ごま油
　三温糖 　サラダ油 　三温糖 　マヨドレ(卵不使用) 　人参 　人参 　濃口醤油
　濃口醤油 　米酢 　濃口醤油 　薄口醤油 　白菜 　ハム（ﾉﾝｱﾚﾙｹﾞﾝ） 　三温糖
　食塩 　だし汁 　ごぼう 　マヨドレ（卵不使用
　ごま油 ◇清まし汁◇ ◇和風野菜スープ◇ 　しめじ(ぶなしめじ) ◇味噌汁◇
　花かつお 　大根 ◇清まし汁◇ 　キャベツ 　木綿豆腐 ◇柿◇ 　じゃがいも(ﾒｰｸｲﾝ)

　しめじ(ぶなしめじ) 　充填豆腐(絹) 　もやし 　油揚げ 　柿 　えのき茸
◇味噌汁◇ 　薄口醤油 　カットわかめ 　カーネルコーン 　板こんにゃく黒 　だし汁
　たまねぎ 　食塩 　薄口醤油 　食塩 　豚ウデスライス 　白味噌
　小町麩 　だし汁 　食塩 　薄口醤油 　薄口醤油
　だし汁 　糸みつば 　だし汁 　だし汁 　食塩 ◇ヨーグルト◇
　白味噌 　だし汁 　ﾁﾁﾔｽ低糖ﾖｰｸﾞﾙﾄ
　青ねぎ ◇ヨーグルト◇ ◇りんご◇ ◇バナナ◇ 　白味噌

　ﾁﾁﾔｽ低糖ﾖｰｸﾞﾙﾄ 　りんご 　バナナ 　青ねぎ
◇柿◇
　柿 ◇みかん◇

　みかん

◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇麦茶◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇

◇さつまいもの米粉ドーナツ◇◇ワッフル◇ ◇チーズクッキー◇ ◇ココア餅◇ ◇フルーツヨーグルト◇ ◇かぼちゃ蒸しパン◇ ◇バームクーヘン◇

◇ご飯◇ ◇NEG黒糖ロールパン◇ ◇ご飯◇ ◇わかめうどん◇ ◇ご飯◇ ◇ご飯◇ ◇ご飯◇

◇豚肉のねぎ炒め◇ ◇鶏肉のパン粉焼き◇

◇ご飯◇ ◇NEG黒糖ﾛｰﾙパン◇ ◇ご飯◇ ◇わかめうどん◇ ◇ご飯◇ ◇ご飯◇ ◇ご飯◇
　精白米 　黒糖ロールパン 　精白米 　うどん 　精白米 　精白米 　精白米
　水 　水 　鶏もも小間 　水 　水 　水

◇鶏肉のパン粉焼◇ 　長葱
◇豚肉のねぎ炒め◇ 　鶏もも ◇さわらの幽庵焼き◇ 　人参 ◇鮭の西京焼き◇ ◇豚肉の焼肉風◇ ◇カレイの香味焼き◇
　豚ウデスライス 　食塩 　サワラ 　カットわかめ 　サケ 　豚ウデスライス 　ｶﾗｽｶﾚｲ
　たまねぎ 　ドライパン粉 　本みりん 　だし汁 　白味噌(西京みそ) 　たまねぎ 　薄口醤油
　長葱 　パルメザンチーズ 　薄口醤油 　薄口醤油 　白味噌 　もやし 　本みりん
　青ねぎ 　サラダ油 　合成酒 　本みりん 　本みりん 　にら 　合成酒
　おろし生姜 　刻みゆず 　食塩 　三温糖 　白味噌 　おろし生姜
　おろしにんにく ◇グリルサラダ◇ 　合成酒 　三温糖 　おろしにんにく
　濃口醤油 　南瓜 ◇かぶのそぼろあんかけ◇ ◇春菊の納豆和え◇ 　濃口醤油
　三温糖 　れんこん 　かぶ 　菊菜 ◇チーズサラダ◇ 　おろしにんにく ◇切干大根の煮物◇
　本みりん 　カリフラワー 　鶏挽き肉(もも) 　えのき茸 　ブロッコリー 　おろし生姜 　切干し大根
　合成酒 　ブロッコリー 　サラダ油 　納豆　 　カリフラワー 　ごま油 　人参
　サラダ油 　サラダ油 　三温糖 　薄口醤油 　人参 　生椎茸

　食塩 　濃口醤油 　ダイスチーズ ◇ゆかり和え◇ 　油揚げ
◇ひじきサラダ◇ 　濃口醤油 　薄口醤油 ◇高野豆腐の玉子とじ◇ 　ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ白 　白菜 　サラダ油
　ひじき 　三温糖 　料理酒 　高野豆腐 　三温糖 　人参 　三温糖
　三温糖 　片栗粉 　人参 　食塩 　焼きちくわ 　薄口醤油
　濃口醤油 ◇コーンスープ◇（豆乳入り） 　薄口醤油 　ゆかり 　だし汁
　人参 　クリームコーン缶 ◇味噌汁◇ 　食塩 ◇清まし汁◇ 　薄口醤油
　カーネルコーン 　カーネルコーン 　たまねぎ 　三温糖 　充填豆腐(絹) 　三温糖 ◇味噌汁◇
　ﾗｲﾄﾂﾅﾌﾚｰｸ油漬 　豆乳 　えのき茸 　だし汁 　しめじ(ぶなしめじ) 　えのき茸
　マヨドレ(卵不使用) 　チキンコンソメ 　人参 　片栗粉 　薄口醤油 ◇清まし汁◇ 　小町麩

　食塩 　だし汁 　鶏卵　 　食塩 　大根 　カットわかめ
◇味噌汁◇ 　水 　白味噌 　糸みつば 　だし汁 　油揚げ 　だし汁
　充填豆腐(絹) 　片栗粉 　青ねぎ 　薄口醤油 　白味噌
　カットわかめ ◇ヨーグルト◇ ◇柿◇ 　食塩
　だし汁 ◇みかん◇ 　ﾁﾁﾔｽ低糖ﾖｰｸﾞﾙﾄ 　柿 ◇バナナ◇ 　だし汁 ◇りんご◇
　白味噌 　みかん 　バナナ 　りんご

◇みかん◇
◇りんご◇ ◇牛乳◇ 　みかん
　りんご 　牛乳

◇牛乳◇ ◇麦茶◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇

◇さつま芋クッキー◇ ◇昆布おにぎり◇ ◇じゃがいももち◇ ◇芋っこからあげ◇ ◇セサミケーキ◇ ◇あんドーナツ◇ ◇フレンチトースト◇豆乳入り

◇鶏肉のにんにく味噌焼き◇

◇チンゲン菜のじゃこサラダ◇

◇ブロッコリーのおかかサラダ◇

◇豚肉とキャベツの味噌炒め◇

◇コーンスープ◇豆乳入り ◇味噌汁◇

◇りんご◇ ◇みかん◇

◇味噌汁◇ ◇清まし汁◇ ◇清まし汁◇ ◇味噌汁◇

◇バナナ◇ ◇みかん◇ ◇りんご◇

◇春菊の納豆和え◇ ◇カレイの香味焼き◇

◇高野豆腐の玉子とじ◇ ◇チーズサラダ◇ ◇ゆかり和え◇ ◇切干大根の煮物◇

◇牛乳◇ ◇牛乳◇

◇岩塚のお子様せんべい◇ ◇しらすとわかめのせんべい◇ ◇野菜入りｿﾌﾄおせんべい◇ ◇ハイハイン◇

◇牛乳◇ ◇牛乳◇

◇ハイハイン◇ ◇小魚せんべい◇

◇グリルサラダ◇ ◇かぶのそぼろあんかけ◇

◇柿◇ ◇わかめ和え◇

◇味噌汁◇

◇りんご◇ ◇みかん◇ ◇ヨーグルト◇

◇和風野菜スープ◇

◇マカロニサラダ◇

◇ご飯◇ ◇チキンとキノコのスパゲティ◇ ◇ご飯◇

◇牛乳◇ ◇牛乳◇

◇岩塚のお子様せんべい◇

◇カレイの磯辺焼き◇

◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇

◇小魚せんべい◇ ◇岩塚のお子様せんべい◇ ◇しらすとわかめのせんべい◇

◇牛乳◇ ◇牛乳◇

◇野菜入りｿﾌﾄおせんべい◇

◇牛乳◇ ◇牛乳◇

◇豚肉とキャベツの味噌炒め◇

◇味噌汁◇ ◇清まし汁◇

◇しらすとわかめのせんべい◇

◇さわらの煮付け◇

◇ご飯◇

11月11日(月) 11月18日(月)

11月8日(金)11月7日(木) 11月9日(土)11月6日(水)

11月15日(金) 11月16日(土)

◇豚肉の焼肉風◇◇鮭の西京焼き◇

11月1日(金)

3
時
お
や
つ

給
食

11月献立表（乳児食）令和元年　逆瀬川あゆみ保育園
11月2日(土) 11月5日(火)

朝
の
お
や
つ

材
料

朝
の
お
や
つ

給
食

3
時
お
や
つ

材
料

◇ひじきサラダ◇

◇ご飯◇

11月12日(火)

◇ほうれん草の海苔和え◇

◇ご飯◇

11月13日(水)

◇ブロッコリーのおかかサラダ◇ ◇チンゲン菜のじゃこサラダ◇

◇柿◇ ◇ヨーグルト◇

◇チキンとキノコのスパゲティ◇

◇牛乳◇

◇清まし汁◇ ◇バナナ◇ ◇豚汁◇

◇かぼちゃのごま和え◇

◇牛乳◇

◇さわらの幽庵焼き◇

　三温糖

11月14日(木)

◇野菜入りｿﾌﾄおせんべい◇ ◇ハイハイン◇

◇ヨーグルト◇

◇柿◇



◇醤油ラーメン◇ ◇ご飯◇ ◇NEGダブルスティック◇ ◇ご飯◇ ◇五目チャーハン◇ ◇ご飯◇ ◇あんかけ焼きそば◇

◇鶏天◇ ◇ポークビーンズ◇ ◇鶏肉の照り焼き◇ ◇ビーフンサラダ◇ ◇さわらの竜田揚げ◇ ◇かぼちゃサラダ◇

◇醤油ラーメン◇ ◇ご飯◇ ◇NEGダブルスティック◇ ◇ご飯◇ ◇五目チャーハン◇ ◇ご飯◇ ◇あんかけ焼きそば◇
　ラーメン　 　精白米 　NEGダブルスティッ 　精白米 　精白米 　精白米 　蒸し中華めん
　豚ウデスライス 　水 　水 　サラダ油 　水 　豚ウデスライス
　白菜 ◇ポークビーンズ◇ 　ガラスープ(顆粒) 　ﾊﾞﾅﾒｲﾑｷｴﾋﾞＬ
　しめじ(ぶなしめじ) ◇鶏天◇ 　豚ウデスライス ◇鶏肉の照り焼き◇ 　水 ◇さわらの竜田揚げ◇ 　たまねぎ
　冷)カーネルコーン 　鶏むね 　たまねぎ 　鶏もも 　豚挽き肉 　サワラ 　白菜
　青ねぎ 　薄口醤油 　人参 　濃口醤油 　たまねぎ 　薄口醤油 　生椎茸
　ガラスープ(顆粒) 　本みりん 　じゃがいも(ﾒｰｸｲﾝ) 　三温糖 　生椎茸 　本みりん 　チンゲン菜
　濃口醤油 　おろし生姜 　大豆水煮 　合成酒 　人参 　合成酒 　サラダ油
　ごま油 　天ぷら粉 　サラダ油 　片栗粉 　カーネルコーン 　おろし生姜 　食塩

　サラダ油 　おろし生姜 　ごま油 　片栗粉 　薄口醤油
◇厚揚げの中華炒め◇ 　おろしにんにく ◇ほうれん草の白和え◇ 　食塩 　サラダ油 　ガラスープ(顆粒)
　生揚げ(厚揚) ◇れんこんのごまドレ和え◇　コンソメ 　木綿豆腐 　濃口醤油 　ごま油
　ﾊﾞﾅﾒｲﾑｷｴﾋﾞＬ 　れんこん 　トマトケチャップ 　白ねりごま 　ガラスープ(顆粒) ◇ほうれん草の菜種和え◇ 　片栗粉
　エリンギ 　人参 　ダイストマト 　三温糖 　ほうれん草
　チンゲン菜 　三温糖 　三温糖 　食塩 ◇ビーフンサラダ◇ 　人参 ◇南瓜サラダ◇
　濃口醤油 　濃口醤油 　食塩 　薄口醤油 　ビーフン 　鶏卵 　南瓜
　食塩 　だし汁 　水 　ほうれん草 　キャベツ 　薄口醤油 　人参
　三温糖 　白すりごま 　人参 　人参 　三温糖 　レーズン
　片栗粉 　マヨドレ(卵不使用) ◇大根のツナサラダ◇ 　つきこんにゃく(黒) 　ﾗｲﾄﾂﾅﾌﾚｰｸ油漬 　だし汁 　マヨドレ(卵不使用)
　ごま油 　濃口醤油 　大根 　薄口醤油 　ごま油 　食塩

　三温糖 　胡瓜 　三温糖 　濃口醤油 ◇味噌汁◇
◇柿◇ 　米酢 　人参 　三温糖 　たまねぎ ◇わかめスープ◇
　柿 　さやいんげん 　ﾗｲﾄﾂﾅﾌﾚｰｸ油漬 ◇味噌汁◇ 　米酢 　しめじ(ぶなしめじ) 　カットわかめ

　米酢 　白菜 　白すりごま 　油揚げ 　もやし
◇清まし汁◇ 　薄口醤油 　油揚げ 　だし汁 　だし汁
　充填豆腐(絹) 　三温糖 　だし汁 ◇玉子スープ◇ 　白味噌 　食塩
　たまねぎ 　ごま油 　白味噌 　鶏卵　 　薄口醤油
　薄口醤油 　だし汁 ◇バナナ◇
　食塩 ◇バナナ◇ ◇りんご◇ 　薄口醤油 　バナナ ◇柿◇
　だし汁 　バナナ 　りんご 　食塩 　柿
　糸みつば 　片栗粉

◇牛乳◇ 　糸みつば
◇ヨーグルト◇ 　牛乳
　ﾁﾁﾔｽ低糖ﾖｰｸﾞﾙﾄ ◇みかん◇

　みかん

◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇麦茶◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇

◇大学芋◇ ◇ざくざくクッキー◇ ◇こぎつねおにぎり◇ ◇ふかし芋◇ ◇豆腐ドーナツ◇ ◇きなこクリームサンド◇ ◇お麩ラスク◇

◇ご飯◇ ◇NEGぶどうパン◇ ◇ご飯◇

◇ご飯◇ ◇NEGぶどうパン◇ ◇ご飯◇
　精白米 　NEGレーズンパン 　精白米
　水 　水

◇かぼちゃのミートグラタン◇
◇鮭のちゃんちゃん焼き◇ 　南瓜 ◇鶏肉のじぶ煮◇
　サケ 　豚挽き肉 　鶏もも
　キャベツ 　トマトケチャップ 　おろし生姜
　人参 　ウスターソース 　小麦粉(薄力粉)
　たまねぎ 　ツイストマカロニ 　片栗粉
　しめじ(ぶなしめじ) 　たまねぎ 　人参
　白味噌 　人参 　大根
　三温糖 　小麦粉(薄力粉) 　生椎茸
　本みりん 　バター 　だし汁
　合成酒 　牛乳 　薄口醤油

　食塩 　三温糖
◇ジャーマンポテト◇ 　コンソメ 　本みりん
　じゃがいも(ﾒｰｸｲﾝ) 　水
　たまねぎ 　ドライパン粉 ◇白菜の塩昆布和え◇
　ベーコン（ﾉﾝｱﾚﾙｹﾞﾝ 　ミックスチーズ 　白菜
　サラダ油 　もやし
　バター ◇花野菜サラダ◇ 　人参
　食塩 　ブロッコリー 　塩昆布
　薄口醤油 　カリフラワー 　薄口醤油

　ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ白 　三温糖
◇清まし汁◇ 　三温糖 　米酢
　大根 　食塩
　小町麩 ◇味噌汁◇
　薄口醤油 ◇コンソメスープ◇ 　充填豆腐(絹)
　食塩 　たまねぎ 　えのき茸
　だし汁 　エリンギ 　だし汁
　糸みつば 　カーネルコーン 　白味噌

　コンソメ 　青ねぎ
◇ヨーグルト◇ 　水
　ﾁﾁﾔｽ低糖ﾖｰｸﾞﾙﾄ 　薄口醤油 ◇りんご◇

　食塩 　りんご

◇みかん◇
　みかん

◇牛乳◇
　牛乳

◇牛乳◇ ◇オレンジジュース◇ ◇牛乳◇

◇手作りクッキー◇ ◇アップルココアケーキ◇ ◇ミニたい焼き◇

◇牛乳◇

◇ヨーグルト◇ ◇みかん◇ ◇りんご◇

◇鮭のちゃんちゃん焼き◇ ◇かぼちゃのミートグラタン◇

◇野菜入りｿﾌﾄおせんべい◇ ◇ハイハイン◇

◇花野菜サラダ◇ ◇白菜の昆布和え◇

◇清まし汁◇ ◇コンソメスープ◇

◇ヨーグルト◇

◇牛乳◇ ◇牛乳◇

◇しらすとわかめのせんべい◇ ◇野菜入りｿﾌﾄおせんべい◇

◇大根のツナサラダ◇

◇バナナ◇

◇玉子スープ◇ ◇ほうれん草の菜種和え◇ ◇わかめスープ◇

◇みかん◇ ◇味噌汁◇

◇牛乳◇

◇ハイハイン◇ ◇小魚せんべい◇ ◇岩塚のお子様せんべい◇

◇牛乳◇

◇ほうれん草の白和え◇

◇厚揚げの中華炒め◇

◇柿◇ ◇れんこんのごまドレ和え◇

◇柿◇◇清まし汁◇

◇りんご◇

◇牛乳◇

11月29日(金)

3
時
お
や
つ

朝
の
お
や
つ

◇岩塚のお子様せんべい◇◇小魚せんべい◇

◇牛乳◇

11月27日(水)

3
時
お
や
つ

11月28日(木)

給
食

朝
の
お
や
つ

材
料

◇牛乳◇

◇しらすとわかめのせんべい◇

◇ジャーマンポテト◇

給
食

材
料

11月30日(土)

◇牛乳◇

◇味噌汁◇◇バナナ◇

◇味噌汁◇

◇鶏のじぶ煮◇

◇牛乳◇

11月20日(水)11月19日(火) 11月21日(木)

◇牛乳◇

11月22日(金) 11月26日(火)11月25日(月)

◇牛乳◇ 今月使用する旬の食材

かぶ・カリフラワー・ブロッコリー
ちんげん菜・椎茸・えのき・エリンギ
白菜・れんこん・さつまいも・里芋
じゃがいも・さんま・さけ・さわら

みかん・りんご・柿


