
日 曜 ごはん おやつ 　血や肉になる 　熱や力になる 　調子を整える

1 火
ごはん　カレースープ
かれいの香草焼き
かぼちゃのそぼろ煮　きゃべつサラダ

麦茶　牛乳
ピザパン

かれい　鶏肉　ベーコン
ウインナー　牛乳　チーズ

米　じゃがいも　サラダ油
オリーブ油　砂糖　薄力粉

玉ねぎ　人参　きゃべつ　コーン缶
セロリ　かぼちゃ　きゅうり
ピーマン

2 水
きのこごはん　みそ汁(大根・豆腐)
ロールしないきゃべつ
マカロニサラダ　バターコーン

麦茶　いりこ　果物
鮭おにぎり

油揚げ　豆腐　みそ
豚ひき肉　ハム　煮干し
鮭

米　サラダ油　じゃがいも
砂糖　マカロニ　バター

舞茸　えのき　しめじ　大根
きゃべつ　玉ねぎ　トマト缶　果物
きゅうり　人参　コーン缶　のり

3 木 文化の日

4 金
ごはん　みそ汁(きゃべつ・しめじ)
鶏ちゃん焼き
ひじきとじゃがいもの煮物　小松菜のごまつな和え

麦茶　牛乳
二色ラスク

みそ　鶏肉　赤みそ
豆腐　しらす　ツナ缶
きなこ　牛乳

米　サラダ油　じゃがいも
砂糖　すりごま　はちみつ
いりごま　食パン　バター

きゃべつ　しめじ　コーン缶
人参　にんにく　ひじき　青菜
青のり　ピーマン

5 土
豚丼　みそ汁(えのき・大根)
きゅうりの塩昆布和え　青菜ともやしのナムル

麦茶　いりこ
ゆかりおにぎり

豚肉　みそ　煮干し
米　砂糖　片栗粉
サラダ油　ごま油　すりごま

生姜　玉ねぎ　干ししいたけ　青菜
大根　えのき　人参　もやし
きゅうり　塩昆布　ゆかり　のり

7 月
麦ごはん　みそ汁(もやし・油揚げ)
チーズ入りミートローフ
マッシュポテト　青菜とコーンのソテー

麦茶　牛乳
しらす炒飯

油揚げ　みそ　豚ひき肉
しらす　チーズ　牛乳

米　押麦　上新粉
砂糖　サラダ油　じゃがいも
オリーブ油　ごま油

もやし　玉ねぎ　刻み昆布　トマト缶
青菜　コーン缶　長ねぎ

8 火
ごはん　みそ汁(玉ねぎ・わかめ)
さといものこってり煮
人参シリシリ　ミソドレサラダ

麦茶　牛乳
魔法アイス

みそ　鶏肉
しらす　牛乳

米　さといも　砂糖
サラダ油　すりごま
さつまいも　コーンカップ

大根　わかめ　万能ねぎ　人参
にら　きゃべつ　もやし
オレンジジュース

9 水
玄米ごはん　みそ汁(えのき・人参)
鮭の照り焼き　かぼちゃのごま炒め
ごぼうサラダ　かぶの梅酢漬け

麦茶　牛乳　果物
ホットツナサンド

みそ　鮭　豚肉
ツナ缶　牛乳

米　玄米　砂糖
サラダ油　いりごま
すりごま　じゃがいも
ごま油　食パン

えのき　人参　生姜　かぼちゃ
ピーマン　干ししいたけ　ごぼう
きゅうり　ひじき　かぶ　玉ねぎ
りんご

10 木
ごはん　みそ汁(なめこ・長ねぎ)
大根と豚肉の煮物
豆腐田楽　五色和え

麦茶　牛乳
人参ケーキ

みそ　豚肉　豆腐
赤みそ　牛乳　卵

米　砂糖　サラダ油
すりごま　薄力粉　バター
にんじんジャム

なめこ　長ねぎ　大根　人参
刻み昆布　万能ねぎ　きゅうり
セロリ　レタス　オレンジジュース

11 金
ごぼうのドライカレー
かぶスープ
フレンチサラダ

麦茶　牛乳
さつまいもジャムスコーン

豚ひき肉　ベーコン　鶏肉
豆乳　牛乳

米　砂糖　サラダ油
上新粉　薄力粉　バター
さつまいも

玉ねぎ　ごぼう　人参　かぶ
きゃべつ　きゅうり　みかん缶

12 土
ごはん　みそ汁(豆腐・玉ねぎ)
鶏団子と野菜の煮物
きゃべつとツナのサラダ

麦茶
きなこ蒸しパン

豆腐　みそ　鶏ひき肉
ツナ缶　きなこ

米　上新粉　砂糖
片栗粉　ごま油
ケーキミックス

玉ねぎ　長ねぎ　人参　生姜
大根　青菜　きゃべつ　きゅうり
レタス

14 月
麦ごはん　みそ汁(きゃべつ・白玉麩)
筑前煮風みそ煮込み
さつまいもと青菜の白和え

麦茶　牛乳
おっきりこみ

みそ　鶏肉　高野豆腐
豆腐　油揚げ　牛乳

米　押麦　サラダ油
すりごま　砂糖　さつまいも
さといも　白玉麩　うどん

きゃべつ　れんこん　人参　青菜
ごぼう　大根　干ししいたけ　しめじ
白菜　長ねぎ

15 火
ごはん　カレースープ
かれいの香草焼き
かぼちゃのそぼろ煮　きゃべつサラダ

麦茶　牛乳
アップルオレンジケーキ

かれい　鶏肉　卵
ウインナー　牛乳

米　じゃがいも　サラダ油
オリーブ油　砂糖　薄力粉
バター

玉ねぎ　人参　きゃべつ　コーン缶
セロリ　かぼちゃ　きゅうり　りんご
オレンジジュース　レモン汁

16 水
わかめごはん　みそ汁(大根・豆腐)
ロールしないきゃべつ
マカロニサラダ　バターコーン

麦茶　いりこ　果物
鮭おにぎり

かつお節　豆腐　みそ
豚ひき肉　ハム　煮干し
鮭

米　サラダ油　じゃがいも
砂糖　マカロニ　バター

わかめ　大根　きゃべつ　玉ねぎ
しめじ　トマト缶　きゅうり　人参
コーン缶　のり　果物

17 木
玄米ごはん　みそ汁(青菜・ベーコン)
さばの照り焼き
切干大根の煮物　和風サラダ

麦茶　牛乳　果物
みそポテト

ベーコン　みそ　さば
油揚げ　かつお節　牛乳

米　玄米　砂糖
サラダ油　じゃがいも
薄力粉

青菜　生姜　切干大根　人参
きゃべつ　きゅうり　みかん缶　果物

18 金
ごはん　みそ汁(きゃべつ・しめじ)
鶏ちゃん焼き
ひじきとじゃがいもの煮物　小松菜のごまつな和え

麦茶　牛乳
二色ラスク

みそ　鶏肉　赤みそ
豆腐　しらす　ツナ缶
きなこ　牛乳

米　サラダ油　じゃがいも
砂糖　すりごま　はちみつ
いりごま　食パン　バター

きゃべつ　しめじ　コーン缶
人参　にんにく　ひじき　青菜
青のり　ピーマン

19 土
豚丼　みそ汁(えのき・大根)
きゅうりの塩昆布和え　青菜ともやしのナムル

麦茶　いりこ
ゆかりおにぎり

豚肉　みそ　煮干し
米　砂糖　片栗粉
サラダ油　ごま油　すりごま

生姜　玉ねぎ　干ししいたけ　青菜
大根　えのき　人参　もやし
きゅうり　塩昆布　ゆかり　のり

21 月
麦ごはん　みそ汁(もやし・油揚げ)
チーズ入りミートローフ
マッシュポテト　青菜とコーンのソテー

麦茶　牛乳
しらす炒飯

油揚げ　みそ　豚ひき肉
しらす　チーズ　牛乳

米　押麦　上新粉
砂糖　サラダ油　じゃがいも
オリーブ油　ごま油

もやし　玉ねぎ　刻み昆布　トマト缶
青菜　コーン缶　長ねぎ

22 火
ごはん　みそ汁(玉ねぎ・わかめ)
さといものこってり煮
人参シリシリ　ミソドレサラダ

麦茶　牛乳
魔法アイス

みそ　鶏肉
しらす　牛乳

米　さといも　砂糖
サラダ油　すりごま
さつまいも　コーンカップ

大根　わかめ　万能ねぎ　人参
にら　きゃべつ　もやし
オレンジジュース

23 水 勤労感謝の日

24 木
ごはん　みそ汁(なめこ・長ねぎ)
大根と豚肉の煮物
豆腐田楽　五色和え

麦茶　牛乳
人参ケーキ

みそ　豚肉　豆腐
赤みそ　牛乳　卵

米　砂糖　サラダ油
すりごま　薄力粉　バター
にんじんジャム

なめこ　長ねぎ　大根　人参
刻み昆布　万能ねぎ　きゅうり
セロリ　レタス　オレンジジュース

25 金
ごぼうのドライカレー
かぶスープ
フレンチサラダ

麦茶　牛乳
スイートポテト

豚ひき肉　ベーコン　鶏肉
豆乳　牛乳

米　上新粉　砂糖
片栗粉　ごま油
ケーキミックス

玉ねぎ　ごぼう　人参　かぶ
きゃべつ　きゅうり　みかん缶

26 土
ごはん　みそ汁(豆腐・玉ねぎ)
鶏団子と野菜の煮物
きゃべつとツナのサラダ

麦茶
きなこ蒸しパン

豆腐　みそ　鶏ひき肉
ツナ缶　きなこ

米　上新粉　砂糖
片栗粉　ごま油
ケーキミックス

玉ねぎ　長ねぎ　人参　生姜
大根　青菜　きゃべつ　きゅうり
レタス

28 月
麦ごはん　みそ汁(きゃべつ・白玉麩)
筑前煮風みそ煮込み
さつまいもと青菜の白和え

麦茶　牛乳
おっきりこみ

みそ　鶏肉　高野豆腐
豆腐　油揚げ　牛乳

米　押麦　サラダ油
すりごま　砂糖　さつまいも
さといも　白玉麩　うどん

きゃべつ　れんこん　人参　青菜
ごぼう　大根　干ししいたけ　しめじ
白菜　長ねぎ

29 火
玄米ごはん　みそ汁(青菜・ベーコン)
さばの照り焼き
切干大根の煮物　和風サラダ

麦茶　牛乳　果物
みそポテト

ベーコン　みそ　さば
油揚げ　かつお節　牛乳

米　玄米　砂糖
サラダ油　じゃがいも
薄力粉

青菜　生姜　切干大根　人参
きゃべつ　きゅうり　みかん缶　果物

30 水
ごはん　みそ汁(切干大根・しめじ)
さといもコロッケ
白菜とバターのソテー　花野菜サラダ

麦茶　牛乳
焼きそば

みそ　豚ひき肉　ベーコン
牛乳

米　サラダ油　じゃがいも
さといも　片栗粉　パン粉
砂糖　中華麺

しめじ　切干大根　玉ねぎ　白菜
ブロッコリー　カリフラワー
人参　きゃべつ

　
　　   ※献立は都合により変更する場合があります。
　
　　　おいもほりで大収穫してきたさつまいもをキッチンでもたくさんいただき(およそ25kgほど！)
　　　さつまいもがより甘くおいしくなるように、昼間は外に干して、夕方にはしまい込んでいます。
　　　これらのさつまいもは、11月中の給食に出てくる、魔法アイスやさつまいもと青菜の白和えに
　　　使用します。
　　　また、11月末のスイートポテトは、幼児クラスの子どもたちと一緒にスイートポテトづくりもします。
　　　それでも11月だけでは使い切れないほどあるので、12月にも、おいもほりのさつまいもを使った料理を検討中です。
　　　どんどん甘く、おいしくなっていくさつまいもを堪能してくれると嬉しいです！

11月のこんだて のしお一丁目保育園2022年度


