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※保育所の行事や材料などの都合により、献立を変更することがあります。
≪アレルゲン食品表示を規定されている食品≫
卵・乳・小麦・そば・落花生・あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・カニ・キウイ・牛肉・くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・バナナ・ゼラチン・ごま・カシューナッツ
★発症度が多く重症度が高いもの・・・卵、乳、小麦、そば、落花生

ご飯
かきたま汁（ﾚﾀｽ）
なすの挽き肉炒め
なます
バナナ

【赤】鶏卵,豚ひき肉,豆乳（ココア）,ﾂﾅ缶
【黄】胚芽米,砂糖
【緑】レタス,ﾅｽ,にんじん,たまねぎ,大根,ﾊﾞﾅﾅ,味付け
のり

【赤】牛ひき肉,豚ﾚﾊﾞｰ,ｸﾘｰﾑ,まぐろ缶詰,EM牛乳
【黄】胚芽米,おし麦,じゃが芋,バター,ごま,三温糖,紫
いもﾁｯﾌﾟ
【緑】にんじん,たまねぎ,しめじ,さやいんげん,切り干
し大根,きゅうり,ﾄﾏﾄ,ﾊﾞﾅﾅ

EM酪農牛乳　　いも天ぷら　　

麦ご飯
ポークカレー
大根とわかめの和え物
チーズで鉄

麦ごはん
大豆と鶏肉のカレー
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかかﾁｰｽﾞ和え
ソフール元気ﾖｰｸﾞﾙﾄ

【赤】鶏肉,大豆,ﾁｰｽﾞ,EM牛乳
【黄】胚芽米,おし麦,さつま芋,黒砂糖
【緑】たまねぎ,ﾋﾟｰﾏﾝ,セロリー,にんじん,ﾄﾏﾄ,にんにく,
しょうが,ブロッコリー

【赤】豚肉,鶏ﾚﾊﾞｰ,まぐろ缶詰,EM牛乳
【黄】胚芽米,おし麦,じゃが芋
【緑】たまねぎ,にんじん,キャベツ,きゅうり,大根,ﾜｶﾒ,
なし

【赤】豚かた,ｶﾏﾎﾞｺ,大豆,EM牛乳,豚ひき肉
【黄】沖縄そば,砂糖,胚芽米,三温糖
【緑】にんじん,キャベツ,りょくとうもやし,真昆布,温州
みかん

ご飯
みそ汁(サツマイモ)
しそ入り卵焼き
パパイヤイリチー
プルーン

火 金
ご飯
八宝菜
かぼちゃサラダ
プチトマト

【赤】豚肉,EM牛乳
【黄】胚芽米,三温糖,じゃが芋,食パン
【緑】はくさい,にんじん,たまねぎ,しいたけ,たけのこ,
ﾋﾟｰﾏﾝ,かぼちゃ,きゅうり,ﾄﾏﾄ,いちごジャム

ご飯
みそ汁(山東菜,しめじ)
魚ハンバーグ
れんこんのゴママヨサラダ
柿

ご飯
すまし汁(冬瓜,ﾜｶﾒ,ねぎ)
鮭のちゃんちゃん焼き
かぼちゃ含め煮
りんご

土
ご飯
みそ汁（えのきわかめ）
チキン照り焼き
野菜炒め(ｷｬﾍﾞﾂ、ｱｽﾊﾟﾗ）
オレンジ

【赤】鶏もも,豚肉,EM牛乳,きな粉
【黄】胚芽米,もち米,三温糖
【緑】えのき,ﾜｶﾒ,ﾈｷﾞ,根深ねぎ,しょうが,にんにく,にん
じん,キャベツ,アスパラガス,りょくとうもやし,ｵﾚﾝｼﾞ

パンダ牛乳　　きなこおはぎEM酪農牛乳　　ジャムパン

水 木月

【赤】牛かたﾛｰｽ,沖縄豆腐,豚肉
【黄】胚芽米,こんにゃく,ミルミル
【緑】しめじ,大根,ﾈｷﾞ,にんじん,はくさい,きゅうり,梅干
し,温州みかん,しいたけ,からしな

EM酪農牛乳　　黒棒　　梨 パンダ牛乳　　味噌おにぎり

【赤】鶏卵,豚肉,EM牛乳,豆乳,きな粉
【黄】胚芽米,さつま芋,ﾀﾋﾟｵｶ,砂糖
【緑】ﾈｷﾞ,しそ,ﾊﾟﾊﾟｲｱ,にんじん,ﾆﾗ,ﾌﾟﾙｰﾝ

パンダ牛乳　　豆乳のくずもち

野菜そば
煮豆
青切りみかん

パンダ牛乳　　黒糖カステラ

あわご飯
みそ汁(かぼちゃ,玉ねぎ,ねぎ)
レバーのカレー揚げ
小松菜とコーンのゴマ和え
梨

【赤】鶏手羽,豚肉,しらす,ﾁｰｽﾞ
【黄】胚芽米,ふ
【緑】ﾜｶﾒ,ﾈｷﾞ,たまねぎ,にんじん,キャベツ,りょくとうも
やし,ﾋﾟｰﾏﾝ,ｵﾚﾝｼﾞ,えだまめ

ご飯
みそ汁(わかめ,麩)
チキンのケチャップ煮
野菜炒め(もやし,ﾋﾟｰﾏﾝ）
オレンジ

【赤】油揚げ,豚ﾚﾊﾞｰ,鶏卵,EM牛乳
【黄】胚芽米,ごま,砂糖,ｹｰｷ
【緑】かぼちゃ,たまねぎ,ﾈｷﾞ,にんにく,こまつな,ｺｰﾝ,
なし

麦茶　　ゆかりおにぎり（しらす）　　ﾁｰｽﾞでｶﾙｼｳﾑ ジョア（ﾌﾟﾚｰﾝ）　　焼きうどん(おやつ)

ご飯
すまし汁(白菜,しめじ)
鮭のごま味噌焼き
クーブイリチー
パイン缶

【赤】しろさけ,豚肉,ｶﾏﾎﾞｺ,EM牛乳,鶏卵
【黄】胚芽米,ごま,砂糖,ごま油,こんにゃく,三温糖,黒
砂糖
【緑】はくさい,しめじ,昆布,しいたけ,にんじん,パイン
アップル・缶

EM酪農牛乳　　そべポーポー パンダ牛乳　　誕生会ケーキ

パンダ牛乳　　シナモントースト

【赤】竹輪,豚肉,しらす,油揚げ
【黄】胚芽米,三温糖,ごま,砂糖
【緑】かぶ,ﾜｶﾒ,かいわれ大根,にんじん,キャベツ,りょ
くとうもやし,ひじき,りんご

麦茶　　いなり寿司　　小魚つくだ煮

きのこご飯
みそ汁（ｷｬﾍﾞﾂ,大根）
豆腐ハンバーグ
きゅうりとみかんの和え物

【赤】油揚げ,大豆,鶏もも,沖縄豆腐,ﾂﾅ缶,EM牛乳
【黄】胚芽米,砂糖
【緑】しめじ,えのき,赤ピーマン,しいたけ,ひじき,ﾈｷﾞ,
キャベツ,大根,にんじん,きゅうり,みかん,ﾆﾗ

パンダ牛乳　　ひらやちー

【赤】納豆,沖縄豆腐,まぐろ缶詰,EM牛乳
【黄】胚芽米,食パン,バター,砂糖
【緑】とうがん,さんとうさい,からしな,にんじん,温州み
かん

納豆ごはん
みそ汁(冬瓜,山東菜)
からし菜チャンプルー
青切りみかん

ご飯
すまし汁(かぶ,わかめ)
ちくわのチーズフライ
野菜炒め（もやし,ひじき）
りんご

お弁当会

【赤】しろさけ,EM牛乳,豆腐,きな粉
【黄】胚芽米,三温糖,砂糖
【緑】とうがん,ﾜｶﾒ,ﾈｷﾞ,たまねぎ,キャベツ,しめじ,かぼ
ちゃ,りんご

EM酪農牛乳　　蒸し芋　　

麦ごはん
ボルシチ
切り干し大根サラダ
プチトマト

ご飯
なめこ汁(ネギ)
さばのおろし煮
野菜炒め(ｷｬﾍﾞﾂ,ｲﾝｹﾞﾝ）
梨

【赤】豆腐,さば,豚肉
【黄】胚芽米,三温糖,おし麦,黒砂糖,白玉粉
【緑】なめこ,ﾈｷﾞ,しょうが,大根,にんじん,キャベツ,さや
いんげん,りょくとうもやし,なし

ぜんざい　　チーズで鉄

EM酪農牛乳　　もちもちドーナツ 麦茶　　クファジューシーおにぎり

豆乳（ココア味）　　ツナマヨおにぎり

【赤】さば,豚ひき肉,EM牛乳,鶏卵,牛乳,ﾁｰｽﾞ
【黄】胚芽米,じゃが芋,砂糖
【緑】からしな,にんじん,りょくとうもやし,ブロッコリー,
りんご,ほうれんそう

【赤】鶏もも,EM牛乳,鶏卵,牛乳
【黄】胚芽米,さつま芋,バター,三温糖,オート
ミール
【緑】しめじ,えのき,ﾐﾂﾊﾞ,こまつな,にんじん,干
しぶどう

【赤】豚ひき肉,豚ﾚﾊﾞｰ,ﾁｰｽﾞ,豆腐,豚肉
【黄】スパゲティ麺,バター,三温糖,胚芽米
【緑】にんじん,たまねぎ,ﾅｽ,しいたけ,あおさ,キャベツ,
ﾊﾞﾅﾅ,昆布,ﾈｷﾞ

【赤】キングクリップ,鶏ひき肉,EM牛乳
【黄】胚芽米,ごま,三温糖,強力粉,黒砂糖,ごま
【緑】さんとうさい,しめじ,たまねぎ,れんこん,にんじん,
さやいんげん,かき,干しぶどう

パンダ牛乳　　チーズ蒸しパン パンダ牛乳　　オートミールクッキー

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰﾐｰﾄｰｽ(なす）
アーサ汁
コールスローサラダ
バナナ

みどり調整豆乳　　塩昆布おにぎり

おゆうぎ会あわご飯
みそ汁（しめじ,大根）
すきやき風煮
きゅうりの梅和え
青切りみかん

ご飯
みそ汁(ｼﾞｬｶﾞｲﾓ,からし菜)
鯖の塩焼き
野菜炒め（ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ）
りんご

芋ご飯
すまし汁(ｼﾒｼﾞ,みつば)
鶏のから揚げ
小松菜のおかか和え
バナナ

ﾛｰﾙﾊﾟﾝ
クリームシチュー（鮭）
トマトサラダ（きゅうり）

【赤】しろさけ,ｸﾘｰﾑ,牛乳,みどり調整豆乳
【黄】ロールパン,じゃが芋,バター,三温糖,ｵﾘｰ
ﾌﾞ油,胚芽米,ごま
【緑】たまねぎ,にんじん,セロリー,ブロッコリー,ﾄ
ﾏﾄ,きゅうり,ﾜｶﾒ,塩昆布

ミルミル　　ボロボロジューシー

勤労感謝の日

振替休日

１１月２ ４日は 「和食の日 」

和食の文化について認識を深め、大切さを再認識する日となるよう願いを込めて制定され

ました。米飯を中心とした栄養バランスに優れた食事構成を持つ和食の文化は、ユネスコ無形

文化財に登録されました。日本は、豊かな自然に恵まれた旬の食材があります。できるだけ自

然を壊さずに、だし汁や発酵食品のうま味を使うことを目指します。日本特有の素晴らしい

食文化を繋げていきましょう。
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※保育所の行事や材料などの都合により、献立を変更することがあります。
≪アレルゲン食品表示を規定されている食品≫
卵・乳・小麦・そば・落花生・あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・カニ・キウイ・牛肉・くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・バナナ・ゼラチン・ごま・カシューナッツ
★発症度が多く重症度が高いもの・・・卵、乳、小麦、そば、落花生
≪はちみつ・黒糖は乳児ボツリヌス症をおこしやすいので１歳までは与えないようにしましょう≫

全がゆ
かちゅーゆー
魚と野菜の煮物
バナナ

【赤】キングクリップ,鶏ひき肉
【黄】全かゆ,胚芽米
【緑】にんじん,ﾅｽ,たまねぎ,ﾊﾞﾅﾅ

【赤】キングクリップ,しらす,ﾁｰｽﾞ
【黄】全かゆ,じゃが芋,バター,胚芽米
【緑】たまねぎ,にんじん,ﾄﾏﾄ,ﾊﾞﾅﾅ

リゾット（トマト・チーズ）　　

全がゆ
ササミと野菜のミルク煮
梨

全がゆ
鶏ささみの蒸し煮

【赤】鶏ささ身,ﾁｰｽﾞ,ﾖｰｸﾞﾙﾄ,きな粉
【黄】全かゆ,さつま芋
【緑】ﾄﾏﾄ,たまねぎ,ブロッコリー

【赤】鶏ささ身,鶏ﾚﾊﾞｰ,調製粉乳
【黄】全かゆ,じゃが芋,バター,コーンフレーク
【緑】たまねぎ,にんじん,キャベツ,なし

【赤】キングクリップ,鶏ひき肉
【黄】沖縄そば,胚芽米
【緑】にんじん,キャベツ,温州みかん

全がゆ
みそ汁(サツマイモ)
人参の豆腐あえ

火 金
全がゆ（トマト）
豆腐と白菜のトロトロ

【赤】豆腐,ﾖｰｸﾞﾙﾄ,調製粉乳
【黄】全かゆ,食パン
【緑】ﾄﾏﾄ,はくさい,にんじん,たまねぎ,かぼちゃ

全がゆ
かちゅーゆー
魚と野菜の煮物
柿

全がゆ
すまし汁(冬瓜)
鮭の野菜煮
かぼちゃ含め煮
りんご

土
全がゆ
かちゅーゆー
魚と野菜の煮物
オレンジ

【赤】キングクリップ,きな粉
【黄】全かゆ
【緑】にんじん,キャベツ,ｵﾚﾝｼﾞ

きなこがゆ　　かぼちゃポタージュ　　パンがゆ

水 木月

コーンフレーク粥　　 おじや（鶏ミンチ）

【赤】豆腐,キングクリップ
【黄】全かゆ,さつま芋,胚芽米
【緑】にんじん

おじや（白身魚）

煮込み野菜そばﾌﾟｯﾄｩﾙｰ
みかん

リゾット（鶏ミンチ）　　

全がゆ
みそ汁(かぼちゃ)
魚とコーンの野菜煮

【赤】鶏ささ身,しらす
【黄】全かゆ,ふ,胚芽米
【緑】キャベツ,たまねぎ,にんじん,えだまめ,ｵﾚﾝｼﾞ

全がゆ
みそ汁(麩)
鶏ささみの煮込み
オレンジ

【赤】キングクリップ,ﾖｰｸﾞﾙﾄ,調製粉乳
【黄】全かゆ,食パン
【緑】かぼちゃ,こまつな,たまねぎ,ｺｰﾝ

しらすがゆ（枝豆）　　 煮込みうどん（プットゥルー）　　

全がゆ
かちゅーゆー
鮭と野菜の煮つけ

【赤】べにざけ,調製粉乳
【黄】全かゆ,オートミール
【緑】はくさい,にんじん,ﾊﾞﾅﾅ

オートミール粥（バナナ）

パンがゆ（ささみ）

【赤】キングクリップ,しらす
【黄】全かゆ,胚芽米
【緑】かぶ,キャベツ,にんじん,りんご

しらすがゆ　　

全がゆ
みそ汁（ｷｬﾍﾞﾂ）
煮やっこ
紅白煮

【赤】豆腐,しらす
【黄】全かゆ,胚芽米
【緑】キャベツ,大根,にんじん

おじや（しらす）

【赤】豆腐,若鶏・ささ身,調製粉乳
【黄】全かゆ,食パン
【緑】にんじん,とうがん

全がゆ
豆腐のすり流し汁
冬瓜の煮物

全がゆ
すまし汁(かぶ)
魚の野菜あんかけ
りんご

お弁当会

【赤】しろさけ,豆腐
【黄】全かゆ,そうめん
【緑】とうがん,たまねぎ,キャベツ,かぼちゃ,りんご

さつま芋のヨーグルト添え

全がゆ
魚と野菜の煮込み
バナナ

全がゆ
かちゅーゆー
魚のおろし煮
梨

【赤】キングクリップ,鶏卵
【黄】全かゆ,そうめん
【緑】大根,にんじん,キャベツ,なし

そうめん汁　　

そうめん汁（豆腐）　　 ボロボロジューシー（魚）

かぼちゃポタージュ　　パンがゆ

おじや（鶏ミンチ）　　

【赤】キングクリップ,しらす,ﾁｰｽﾞ
【黄】全かゆ,じゃが芋,胚芽米
【緑】にんじん,ブロッコリー,ほうれんそう,りんご

【赤】鶏ひき肉
【黄】全かゆ,さつま芋
【緑】こまつな,にんじん,なし,たまねぎ

【赤】若鶏・ささ身,豆腐,キングクリップ
【黄】スパゲティ麺,バター,胚芽米
【緑】にんじん,たまねぎ,ﾅｽ,ﾊﾞﾅﾅ

【赤】キングクリップ,鶏ひき肉
【黄】全かゆ,胚芽米
【緑】さんとうさい,たまねぎ,にんじん,さやいんげん,か
き

リゾット（ほうれん草・チーズ）　　 ふかし芋（マッシュ）　　野菜スープ

煮込みスパゲティー
すまし汁
バナナ

そうめん汁(納豆)

おゆうぎ会全がゆ
みそ汁（大根）
豆腐と野菜の煮物
みかん

全がゆ
みそ汁(ｼﾞｬｶﾞｲﾓ)
魚と野菜煮
りんご

全がゆ
かちゅーゆー
鶏ひき肉と野菜の煮物
バナナ

全がゆ（トマト）
鮭と野菜のミルク煮

【赤】しろさけ,調製粉乳
【黄】全かゆ,じゃが芋,そうめん
【緑】ﾄﾏﾄ,たまねぎ,にんじん,ブロッコリー

ボロボロジューシー　　

【赤】沖縄豆腐
【黄】全かゆ,胚芽米
【緑】大根,にんじん,はくさい,温州みかん

１ １月２ ４日は 「和食の日 」

和食の文化について認識を深め、大切さを再認識する日となるよう願いを込めて制定されま

した。米飯を中心とした栄養バランスに優れた食事構成を持つ和食の文化は、ユネスコ無形文

化財に登録されました。日本は、豊かな自然に恵まれた旬の食材があります。できるだけ自然

を壊さずに、だし汁や発酵食品のうま味を使うことを目指します。日本特有の素晴らしい食文

化を繋げていきましょう。

勤労感謝の日

振替休日



予　　定　　献　　立　　表
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※保育所の行事や材料などの都合により、献立を変更することがあります。
≪アレルゲン食品表示を規定されている食品≫
卵・乳・小麦・そば・落花生・あわび・いか・いくら・えび・オレンジ・カニ・キウイ・牛肉・くるみ・さけ・さば・大豆・鶏肉・豚肉・まつたけ・もも・やまいも・りんご・バナナ・ゼラチン・ごま・カシューナッツ
★発症度が多く重症度が高いもの・・・卵、乳、小麦、そば、落花生
≪はちみつ・黒糖は乳児ボツリヌス症をおこしやすいので１歳までは与えないようにしましょう≫

軟飯（あわ）
みそ汁（しめじ,大根）
すきやき風煮
みかん

軟飯
みそ汁(ｼﾞｬｶﾞｲﾓ,からし菜)
鯖ほぐし
野菜炒め煮（ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ）
りんご

軟飯
かちゅーゆー
鶏ひき肉と野菜の炒め煮
バナナ

ﾛｰﾙﾊﾟﾝ
鮭と野菜のミルク煮
トマト

【赤】しろさけ,調製粉乳
【黄】ロールパン,じゃが芋,そうめん
【緑】たまねぎ,にんじん,セロリー,ブロッコリー,ﾄ
ﾏﾄ

おゆうぎ会

スパゲティーﾐｰﾄｿｰｽ(なす）
アーサ汁
人参スティック
バナナ

そうめん汁（納豆）

煮込み野菜そば
煮豆
みかん

【赤】鶏ささ身,鶏ﾚﾊﾞｰ,調製粉乳
【黄】胚芽米,おし麦,じゃが芋,バター,コーンフレーク
【緑】たまねぎ,にんじん,キャベツ,大根,なし

【赤】豚・かた,大豆,鶏ひき肉
【黄】沖縄そば,砂糖,胚芽米
【緑】にんじん,キャベツ,りょくとうもやし,温州みかん

【赤】さば,豚ひき肉,しらす,ﾁｰｽﾞ
【黄】胚芽米,じゃが芋
【緑】からしな,にんじん,りょくとうもやし,ブロッコリー,
ほうれんそう,りんご

さつま芋のヨーグルト添え

軟飯（麦）
ボルシチ
スティックキュウリ
バナナ

軟飯
みそ汁(豆腐)
さばのおろし煮
野菜炒め(ｷｬﾍﾞﾂ,ｲﾝｹﾞﾝ）
梨

【赤】豆腐,さば,鶏卵
【黄】胚芽米,三温糖,そうめん
【緑】ﾈｷﾞ,大根,にんじん,キャベツ,さやいんげん,りょく
とうもやし,なし

そうめん汁（卵）　　 おじや（鶏ミンチ）　　

軟飯（麦）
大豆と鶏肉のトマト煮
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかかﾁｰｽﾞ和え

【赤】鶏肉,大豆,ﾁｰｽﾞ,ﾖｰｸﾞﾙﾄ,きな粉
【黄】胚芽米,おし麦,三温糖,さつま芋
【緑】たまねぎ,ﾋﾟｰﾏﾝ,セロリー,にんじん,ﾄﾏﾄ,ブロッコ
リー

軟飯
かきたま汁（ﾚﾀｽ）
なすの挽き肉炒め煮
バナナ

【赤】鶏卵,豚ひき肉,鶏ひき肉
【黄】胚芽米,三温糖
【緑】レタス,ﾅｽ,にんじん,たまねぎ,ﾊﾞﾅﾅ

トースト（ｽﾃｨｯｸ）　　ささみとミルクのトロトロ

【赤】キングクリップ,しらす
【黄】胚芽米
【緑】かぶ,ﾜｶﾒ,にんじん,キャベツ,りょくとうもやし,ひじ
き,りんご

おにぎり（しらす）　　

軟飯
みそ汁（ｷｬﾍﾞﾂ,大根）
豆腐ハンバーグ
きゅうりとみかんの和え物

【赤】沖縄豆腐,ﾂﾅ缶,しらす
【黄】胚芽米,砂糖
【緑】キャベツ,大根,にんじん,きゅうり,みかん

おじや（しらす）

【赤】沖縄豆腐,まぐろ缶詰,若鶏・ささ身,脱脂粉乳
【黄】胚芽米,食パン,バター
【緑】とうがん,さんとうさい,からしな,にんじん

軟飯（納豆）
みそ汁(冬瓜,山東菜)
からし菜チャンプルー

軟飯
すまし汁(かぶ,わかめ)
魚の煮付
野菜炒め煮（もやしひじき）
りんご

【赤】鶏ささ身,しらす
【黄】胚芽米,ふ,三温糖
【緑】ﾜｶﾒ,ﾈｷﾞ,キャベツ,たまねぎ,にんじん,えだまめ,ｵ
ﾚﾝｼﾞ

軟飯
みそ汁(わかめ,麩)
鶏ささみの煮込み
オレンジ

【赤】キングクリップ,ﾖｰｸﾞﾙﾄ
【黄】胚芽米,バター,ごま,砂糖,食パン
【緑】かぼちゃ-生,たまねぎ,ﾈｷﾞ,こまつな,ｺｰﾝ

おにぎり（しらす,枝豆）　　オレンジ(煮） 焼きうどん　　

軟飯（あわ）
みそ汁(かぼちゃ,玉ねぎ,ねぎ)
魚のバター煮
小松菜とコーンのゴマ和え

お弁当会軟飯
すまし汁(白菜,しめじ)
鮭の煮付
人参ｼﾘｼﾘ

【赤】べにざけ,しらす,調製粉乳
【黄】胚芽米,オートミール
【緑】はくさい,しめじ,にんじん,ﾊﾞﾅﾅ

【赤】鶏卵,豚肉,キングクリップ
【黄】胚芽米,さつま芋
【緑】ﾈｷﾞ,にんじん,ﾆﾗ

おじや（白身魚）

軟飯
みそ汁(山東菜,しめじ)
魚ハンバーグ
人参ｼﾘｼﾘ
柿

クファジューシー（軟） リゾット（鶏ミンチ）　　

【赤】しろさけ,豆腐
【黄】胚芽米,三温糖,そうめん
【緑】とうがん,ﾜｶﾒ,ﾈｷﾞ,たまねぎ,キャベツ,しめじ,かぼ
ちゃ,りんご

【赤】豚ひき肉,豚ﾚﾊﾞｰ,ﾁｰｽﾞ,豆腐,豚肉
【黄】スパゲティ麺,バター,胚芽米
【緑】にんじん,たまねぎ,ﾅｽ,あおさ,ﾊﾞﾅﾅ,昆布,ﾈｷﾞ

そうめん汁（豆腐）　　

【赤】キングクリップ,鶏ひき肉
【黄】胚芽米
【緑】さんとうさい,しめじ,たまねぎ,にんじん,さやいん
げん,かき

オートミールとバナナのお焼き かぼちゃポタージュ　　トースト（ｽﾃｨｯｸ）

おじや（鶏ミンチ）

水 木 金
軟飯
八宝菜
つけ合わせ野菜

【赤】豚肉,ﾖｰｸﾞﾙﾄ
【黄】胚芽米,三温糖,食パン,バター
【緑】はくさい,にんじん,たまねぎ,ﾋﾟｰﾏﾝ,きゅうり,ﾄﾏﾄ,
かぼちゃ

かぼちゃポタージュ　　トースト

月

【赤】牛・かたﾛｰｽ,沖縄豆腐,豚肉
【黄】胚芽米
【緑】しめじ,大根,ﾈｷﾞ,にんじん,はくさい,からしな,温州
みかん

ボロボロジューシー　　

軟飯
すまし汁(冬瓜,ﾜｶﾒ,ねぎ)
鮭のちゃんちゃん焼き
かぼちゃ含め煮
りんご

軟飯
みそ汁(サツマイモ)
スクランブルエッグ
人参イリチー

火

【赤】鶏ひき肉,鶏卵
【黄】胚芽米,さつま芋
【緑】こまつな,にんじん,しめじ,なし

リゾット（ほうれん草・チーズ）　　 ふかし芋　　野菜スープ

【赤】牛・ひき肉,豚ﾚﾊﾞｰ,まぐろ缶詰,ﾁｰｽﾞ
【黄】胚芽米,おし麦,じゃが芋,バター
【緑】にんじん,たまねぎ,さやいんげん,きゅうり,ﾄﾏﾄ,ﾊﾞ
ﾅﾅ

リゾット（トマト・チーズ）　　

軟飯（麦）
ササミと野菜のミルク煮
だいこんスティック
梨

コーンフレーク粥　　

土
軟飯
みそ汁（えのき,わかめ）
魚と野菜の煮込み
オレンジ

【赤】キングクリップ,きな粉
【黄】胚芽米,三温糖
【緑】えのき,ﾜｶﾒ,ﾈｷﾞ,キャベツ,にんじん,りょくとうもや
し,アスパラガス,ｵﾚﾝｼﾞ

きなこおはぎ　　

１ １月 ２ ４日は 「和食の日 」

和食の文化について認識を深め、大切さを再認識する日となるよう願いを込めて制定されま

した。米飯を中心とした栄養バランスに優れた食事構成を持つ和食の文化は、ユネスコ無形文

化財に登録されました。日本は、豊かな自然に恵まれた旬の食材があります。できるだけ自然

を壊さずに、だし汁や発酵食品のうま味を使うことを目指します。日本特有の素晴らしい食文

化を繋げていきましょう。

振替休日

勤労感謝の日
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