
午前おやつ
（乳児） 昼　食 おやつ

ナポリタン 牛乳　小魚　ベーコン ケチャップ

白菜のおひたし 粉チーズ　油揚げ ソース　三温糖

スープ 牛乳（乳児） かつお節　スキムミルク めんつゆ　ブイヨン

麦茶　　バナナ ココア（幼児） 鶏卵 鶏がら

食パン（2歳児以上バター） 鮭おにぎり 牛乳　小魚　はんぺん 中濃ソース

エビかつ わかめおにぎり えび　鶏卵　ハム マヨネーズ

ポテトサラダ 鮭 ブイヨン

スープ　牛乳　オレンジ

ごはん 牛乳　小魚　ホッケ 塩　三温糖

ホッケの塩焼き 油揚げ　豆腐 醤油　酢

ナムル風おひたし 味噌

味噌汁　　麦茶　　りんご

ふんわり卵のケチャップライス 牛乳　小魚　ベーコン ケチャップ

唐揚げ　ウインナーベーコン 鶏卵　鶏モモ肉 ブイヨン

ゆで野菜　　キウイ　オレンジ ウインナー 食塩　醤油

コーンポタージュ　麦茶 みりん　

麻婆豆腐丼 クッキー 牛乳　小魚　木綿豆腐 醤油　三温糖

和風大根サラダ せんべい 豚ひき肉　のり 味噌　鶏がら

スープ 酢　ブイヨン

麦茶　りんご

チキンカレー 牛乳　小魚　鶏モモ肉 カレールウ

もやしとコーンの甘酢和え わかめ　きなこ 醤油　酢

スープ 三温糖　食塩

麦茶　　グレープフルーツ 上白糖

みそ煮うどん スティックパン（0～1歳児） 牛乳　小魚　 味噌　だし

磯辺揚げ メロンパン（2歳児以上） 豚モモ肉　ちくわ

麦茶 青海苔

バナナ

ごはん 牛乳　小魚　鶏卵 三温糖　醤油

煮魚 蒲鉾　小豆 みりん　

春雨サラダ 酢　味噌

味噌汁　　麦茶　　キウイフルーツ

黒糖ロールパン 牛乳　小魚　鶏モモ肉 ケチャップ

鶏肉のトマトソース煮 かつお節 ブイヨン

ブロッコリーのおかかマヨネーズ 醤油　三温糖

スープ　牛乳　洋ナシ マヨネーズ

ごはん 牛乳　小魚　ぶり　鶏ささみ 醤油　味噌

ぶりの照り焼き 油揚げ みりん　

バンバンジーサラダ 三温糖　酢

味噌汁　　麦茶　りんご

ごはん 牛乳　小魚　鶏モモ肉 みりん　

鶏肉のみそ焼き 味噌　三温糖

チンゲン菜のおひたし

味噌汁　　麦茶　グレープフルーツ

ごはん 牛乳　小魚　鶏卵　カニカマ 塩　三温糖

かに玉 納豆　かつお節 醤油　鶏がら

納豆和え 青海苔　ピザ用チーズ 味噌

味噌汁　　麦茶　　みかん

すき焼き丼 牛乳　小魚　豚モモ肉 みりん　

ウインナー　　ブロッコリー 焼き豆腐　ウインナー 三温糖　醤油

味噌汁 花麩 塩　味噌

麦茶　　バナナ 鶏卵

ごはん 牛乳　小魚　豚ひき肉 食塩　醤油

しゅうまい スキムミルク 上白糖　三温糖

ひじきサラダ ひじき　 みりん　味噌

味噌汁　　麦茶　　キウイフルーツ マヨネーズ

＜今月の平均栄養素量＞
エネルギー たんぱく質 脂質

１～2歳児 ４７８kcal １８．０ｇ １４．４ｇ

３～5歳児 ６１１kcal ２３．２ｇ １９．４ｇ

※材料の入荷状況により内容を変更することがあります。あらかじめ、ご了承ください。

☆６日は誕生日会メニューです　　♪9日は5歳児セラピーロードのため簡単なおやつが付きます。
♡18日はウェルカムランチです　　〇27日は魚（ぶり）の解体ショーです

バナナ

グレープフルーツ

玉ねぎ　きゃべつ　きゅうり

食パン 小松菜　かぶ

ほうれん草　人参　もやし

白菜　なめこ　みかん

20 金

牛乳

オレンジジュース

シュガートースト
精白米　片栗粉　

牛乳

しゅうまいの皮 人参　コーン　キウイ

小魚 牛乳

17 火

牛乳 オレンジ蒸しパン
精白米　白滝　サラダ油 白菜　玉ねぎ　人参

ホットケーキミックス ブロッコリー　チンゲン菜

小魚 牛乳
練乳　

じゃがいも　バームクーヘン しめじ　こねぎ

小魚 牛乳

１４
・
２８

土

牛乳 バームクーヘン
精白米　ごま　ごま油

キウイフルーツ

メロンパン（2歳児以上）

スティックパン（0，1歳児）

チンゲン菜　もやし　人参

食パン　いちごジャム 人参　なす　玉ねぎ

りんご

１３
・
〇
２７

金

牛乳 ジャムサンド
精白米　すりごま しょうが　きゅうり　もやし

１２
・
２６

木

牛乳 にゅう麺
黒糖ロールパン 玉ねぎ　人参　カットトマト

冷や麦 枝豆　ブロッコリー

小魚 麦茶
コーン　かぼちゃ　もやし

ほうれん草　洋梨　しいたけ

小魚 牛乳

せんべい　クッキー コーン　りんご

１１
・
２５

水

牛乳 まんじゅう
精白米　春雨　ごま しょうが　きゅうり

１０
・
２４

火

牛乳
うどん　てんぷら粉 きゃべつ　人参　しめじ

サラダ油　 長ねぎ　バナナ

小魚

薄力粉　強力粉 人参　小松菜　えのきたけ

小魚 牛乳

♪
９

月

牛乳 マカロニきなこ
精白米　じゃがいも 人参　玉ねぎ　もやし

７
・
２１

土

牛乳
精白米　サラダ油　ごま油 長ねぎ　しょうが　大根

片栗粉　ごま きゅうり　人参　きゃべつ

小魚 牛乳

サラダ油　マカロニ きゅうり　コーン　長ねぎ

小魚 牛乳
グレープフルーツ

☆
６

金

牛乳
精白米　バター　サラダ油 玉ねぎ　生姜　ブロッコリー

片栗粉　さつまいも

５
・
１９

木

牛乳 大学芋
精白米　ごま油　サラダ油 ほうれん草　人参　もやし

さつまいも　ごま かぶ　小ねぎ　りんご

小魚 牛乳

人参　コーン　キウイ

小魚
ロールケーキ オレンジ　りんご

ビスケット

片栗粉　薄力粉　パン粉 ほうれん草　オレンジ

小魚 麦茶
サラダ油　じゃがいも わかめご飯の素

精白米　ごま

バター　サラダ油 大根　チンゲン菜　バナナ

ケーキシロップ ほうれん草

調味料

ロールケーキ

牛乳

令和２年度　１１月　　献立表　　　　氷川保育園　

日 曜
献　立　名

血や肉になるもの 熱や力となるもの 体の調子を整えるもの

４
・
♡
１８

水

牛乳
食パン　バター（2歳児以上） 人参　きゅうり　玉ねぎ

2 月

牛乳 ほうれん草のパンケーキ
スパゲッティ 玉ねぎ　ピーマン　コーン

ホットケーキミックス 人参　白菜　しめじ

小魚

１６
・
３０

月

牛乳

小魚

じゃがまる

牛乳

精白米　じゃがいも

～今年度のクッキング保育について～

例年、11月に予定されているクッキング保育ですが、今

年はコロナウイルス等による衛生上の理由から、子どもた

ちによる調理を差し控えさせていただきました。

その代わりに新しい試みとして魚の解体ショーを子ども

たちに楽しんでもらえればと思います。

衛生管理には十分に配慮し、開催できればと思います。


