
たかがみねこども園

※入荷の都合等により、献立を変更することがありますがご了承ください。 　　※月・水・金曜日の３時のおやつは、手作りにしています。

※だしは、いりこ/昆布/鰹節もしくは、ブレンドだし（鰹節、鯖節、飛魚、昆布、椎茸）を使用しています。　　※食物アレルギーのお子さまに対して、医師の診断書に基づき、アレルゲン物質の除去もしくは

　　　代替品での対応をさせていただきます。

米　鶏肉　たまねぎ　卵　だし　砂糖　しょうゆ
片栗粉

オータムフェスタ

勤労感謝の日

振替休日

お好みサンド ロールパン　ウインナー　卵　油　ケチャップ

和風きなこプリン 豆乳　きな粉　ゼラチン　砂糖　黒砂糖　片栗粉

お菓子 健康志向菓子 フライドさつま芋 さつまいも　油　グラニュー糖

＜お誕生会メニュー＞＜収穫祭＞

きのこのボロネー
ゼスパゲッティ

スパゲティ　しめじ　えのきたけ　合びき肉　た
まねぎ　にんにく　鶏レバー　チーズ　油　ホー
ルトマト　ケチャップ　塩　ソース　しょうゆ
砂糖

白身魚の野菜あん
かけ

かれい　塩　片栗粉　油　たまねぎ　にんじん
ピーマン　だし　みりん　しょうゆ

だいこん　はくさい　にんじん　ウインナー　油
コンソメ　塩　しょうゆ

ほうれんそうの煮
浸し

きのこのボロネー
ゼスパゲッティ

スパゲティ　しめじ　えのきたけ　合びき肉　た
まねぎ　にんにく　鶏レバー　チーズ　油　ホー
ルトマト　ケチャップ　塩　ソース　しょうゆ
砂糖

中華風玉子
卵　にら　かにかまぼこ　たまねぎ　砂糖　しょ
うゆ　中華だし

中華丼

＜かみかみメニュー＞

ビーフカレー（ハ
ムカツ）

米　牛肉　じゃがいも　たまねぎ　にんじん　鶏
レバー　魚肉ハム　卵　油　カレールウ　薄力粉
パン粉

さけ　たまねぎ　マヨネーズ　みそ

コロコロ野菜のポ
トフ

1

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

2

牛肉のプルコギ風
牛肉　たまねぎ　ピーマン　ごま油　砂糖　しょ
うゆ

ふりかけごはん

きつねうどん

米　ふりかけ

さつま芋ごはん 米　さつまいも　塩　ごま

うどん　油揚げ　かまぼこ　ねぎ　だし　しょう
ゆ　みりん

大根炊き
だいこん　だいこんの葉　油揚げ　にんじん　だ
し　みりん　砂糖　しょうゆ

豆腐の味噌汁 豆腐　なめこ　ねぎ　だし　みそ

牛乳 牛乳牛乳 牛乳

人参パン
にんじん　バター　強力粉　米粉　ドライイース
ト　砂糖　塩 お菓子 健康志向菓子

4 5 6 7 8 9

スナックパン スナックパン ふりかけごはん 米　ふりかけ
食パン＆ミルクク
リーム

食パン　コンデンスミルク　マーガリン

米　豚肉　はくさい　たまねぎ　にんじん　中華
だし　しょうゆ　塩　片栗粉鮭の味噌マヨネー

ズ焼き

ほうれんそう　にんじん　ちりめんじゃこ　だし
みりん　しょうゆ

わかめスープ わかめ　コーン　ごま　中華だし　しょうゆ　塩

南瓜サラダ かぼちゃ　きゅうり　レーズン　マヨネーズ

もやしのすまし汁 もやし　かまぼこ　ねぎ　だし　塩　しょうゆ 大根スープ
だいこん　しめじ　だいこん葉　中華だし　しょ
うゆ　塩

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

お菓子 健康志向菓子 かるかん 上新粉　ながいも　砂糖　卵白　甘納豆
おからココアケー
キ

薄力粉　おから　バター　卵　牛乳　砂糖　ココ
ア　ベーキングパウダー みかん みかん

11 12 13 14 15 16

ごはん 米 もち麦ごはん 米　もち麦
食パン＆いちご
ジャム

食パン　いちごジャム ごはん 米

豚肉とさつま芋の
甘酢炒め

豚肉　さつまいも　しめじ　油　酢　砂糖　しょ
うゆ　みりん 牛肉のプルコギ風

牛肉　たまねぎ　ピーマン　ごま油　砂糖　しょ
うゆ 煮込みハンバーグ

合びき肉　たまねぎ　豆腐　卵　牛乳　コーンス
ターチ　生クリーム　ケチャップ　塩　パン粉
デミグラスソース

鰆の生姜煮 さわら　しょうが　砂糖　しょうゆ　みりん
鶏肉のオーロラ
ソース焼き

鶏肉　にんにく　砂糖　ケチャップ　しょうゆ
マヨネーズ　みりん

さつま芋ごはん 米　さつまいも　塩　ごま

ひじきの煮物
ひじき　にんじん　大豆　平天　いんげん　油
砂糖　しょうゆ　みりん 金平ごぼう

ごぼう　にんじん　いんげん　ちくわ　ごま油
砂糖　しょうゆ　みりん　ごま

キャベツとわかめ
のサラダ

キャベツ　きゅうり　にんじん　わかめ　たまね
ぎ　油　しょうゆ　砂糖　みりん　酢人参のサラダ にんじん　キャベツ　ツナ缶　ドレッシング

だいこん　にんじん　ちりめんじゃこ　ドレッシ
ング

油揚げの味噌汁 油揚げ　たまねぎ　ねぎ　だし　みそ 白菜のすまし汁
はくさい　えのきたけ　ねぎ　だし　塩　しょう
ゆ

中華風コーンスー
プ

さつま芋の味噌汁 さつまいも　たまねぎ　ねぎ　だし　みそ

牛乳 牛乳 ジョア ジョア（乳児組：ヤクルト） 牛乳 牛乳

薄力粉　マーガリン　砂糖　いちごジャム

＜うめ組いきいきファミリーデー＞

りんごゼリー りんご　りんごジュース　ゼラチン　砂糖

小松菜のナムル
こまつな　にんじん　コーン　ごま　砂糖　しょ
うゆ　ごま油　塩

コーン　クリームコーン　卵　中華だし　塩
しょうゆ 豆腐の味噌汁

大根サラダ

豆腐　なめこ　ねぎ　だし　みそ

バナナ バナナ

18 19 20 21

ツナと塩昆布のお
にぎりロシアンクッキー

23

ごはん 米 スナックパン スナックパン ごはん

鶏肉の照焼き 鶏肉　砂糖　しょうゆ さつま芋の天ぷら さつまいも　薄力粉　卵　油

白菜とりんごのサ
ラダ

米　ツナ缶　塩こんぶ

22

牛乳 牛乳

はくさい　りんご　にんじん　レーズン　たまね
ぎ　油　しょうゆ　砂糖　みりん　酢

中華丼
米　豚肉　はくさい　たまねぎ　にんじん　中華
だし　しょうゆ　塩　片栗粉

ブロッコリーのお
かか和え

ブロッコリー　キャベツ　にんじん　かつお節
砂糖　しょうゆ　しょうゆ 大根葉の炒め煮

だいこんの葉　ちりめんじゃこ　しょうゆ　みり
ん 中華風玉子

卵　にら　かにかまぼこ　たまねぎ　砂糖　しょ
うゆ　中華だし

米

さつま芋シチュー
さつまいも　たまねぎ　鶏肉　ほうれんそう　牛
乳　油　シチューミックスクリーム　コンソメ
塩　砂糖

わかめスープ わかめ　コーン　ごま　中華だし　しょうゆ　塩ごぼうのすまし汁 ごぼう　油揚げ　ねぎ　だし　塩　しょうゆ
コロコロ野菜のポ
トフ

だいこん　はくさい　にんじん　ウインナー　油
コンソメ　塩　しょうゆ 豚汁

豚肉　はくさい　だいこん　にんじん　ごぼう
油揚げ　ねぎ　みそ　だし

牛乳 牛乳 ヤクルト ヤクルト 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

かぼちゃ＆チーズ
のお焼き

かぼちゃ　チーズ　砂糖　塩　片栗粉 お菓子 健康志向菓子 小豆蒸しパン
ホットケーキミックス　牛乳　卵　小豆缶　油
砂糖 りんご りんご

25 26 27 28＜かみかみメニュー＞ 29 30

ごはん 米 もち麦ごはん 米　もち麦
食パン＆いちご
ジャム

食パン　いちごジャム さつま芋ごはん 米　さつまいも　塩　ごま

親子丼
豚肉とさつま芋の
甘酢炒め

豚肉　さつまいも　しめじ　油　酢　砂糖　しょ
うゆ　みりん 牛肉のプルコギ風

牛肉　たまねぎ　ピーマン　ごま油　砂糖　しょ
うゆ

キーマカレー（玉
子）

米　合びき肉　たまねぎ　にんじん　ピーマン
卵　ケチャップ　ソース　砂糖　コンソメ　カ
レー粉　塩　片栗粉

人参のサラダ にんじん　キャベツ　ツナ缶　ドレッシング

鰆の生姜煮 さわら　しょうが　砂糖　しょうゆ　みりん
鶏肉のオーロラ
ソース焼き

鶏肉　にんにく　砂糖　ケチャップ　しょうゆ
マヨネーズ　みりん

ふのすまし汁 麩　わかめ　だし　塩　しょうゆひじきの煮物
ひじき　にんじん　大豆　平天　いんげん　油
砂糖　しょうゆ　みりん 金平ごぼう

ごぼう　にんじん　いんげん　ちくわ　ごま油
砂糖　しょうゆ　みりん　ごま

キャベツとわかめ
のサラダ

キャベツ　きゅうり　にんじん　わかめ　たまね
ぎ　油　しょうゆ　砂糖　みりん　酢 大根炊き

だいこん　だいこんの葉　油揚げ　にんじん　だ
し　みりん　砂糖　しょうゆ

油揚げの味噌汁 油揚げ　たまねぎ　ねぎ　だし　みそ 白菜のすまし汁
はくさい　えのきたけ　ねぎ　だし　塩　しょう
ゆ

中華風コーンスー
プ

コーン　クリームコーン　卵　中華だし　塩
しょうゆ 豆腐の味噌汁 豆腐　なめこ　ねぎ　だし　みそ

牛乳 牛乳牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

お菓子 健康志向菓子ほうれん草チヂミ
ほうれんそう　にんじん　合びき肉　おから　薄
力粉　片栗粉　卵　しょうゆ　砂糖　油 お菓子 健康志向菓子 スイートポテト

さつまいも　バター　生クリーム　卵黄　コンデ
ンスミルク　砂糖 みかん みかん スコーン

薄力粉　バター　牛乳　ベーキングパウダー　塩
いちごジャム　砂糖

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

11月の給食献立表

お弁当日

・ う め ： ６ 日
・ ゆ り ： ８ 日
・ さ く ら ： １９ 日


