
きいろのなかま あかのなかま みどりのなかま ｴﾈﾙｷﾞｰ(kcal)

日 主食 副食 からだをうごかす 血や肉や骨を作る からだの調子を たんぱく質 (g)

曜日 ｴﾈﾙｷﾞｰに 食品 整える食品 脂質 (g)

なる食品 食塩 (g)

さばの胡麻みそ焼き 砂糖・ごま さば・みそ ねぎ 424

2 ごはん わかめの和え物（小麦） ごはん・砂糖・酢 わかめ・醤油 もやし・ほうれん草・人参 17.3

（月） （小麦・卵・乳） ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ（小麦） ﾊﾟﾝ粉・小麦粉・油 鶏肉・おから・醤油 9.8

もも缶 もも缶 1.4

すまし汁（小麦） 豆腐・醤油 えのき・人参

白身ﾁｰｽﾞﾌﾗｲ（小麦・乳） ﾊﾟﾝ粉・小麦粉・油 ﾀﾗ・ﾁｰｽﾞ 544

4 ﾁｷﾝｶﾚｰﾗｲｽ ごはん・油・ｶﾚｰﾙｳ 鶏肉 玉ねぎ・ｴﾘﾝｷﾞ・人参 16.0

（水） （小麦） ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ（卵） じゃがいも・酢・ﾏﾖﾈｰｽﾞ 玉ねぎ・人参 18.9

卵ｿﾃｰ（卵） 油 卵 ｷｬﾍﾞﾂ・青梗菜 1.1

ぶどうｾﾞﾘｰ ぶどうｾﾞﾘｰ

ﾊﾑｶﾂ（小麦・卵・乳） じゃがいも・ﾊﾟﾝ粉・小麦粉・ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ・油 卵 玉ねぎ 436

5 ごはん ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ（小麦） ごはん・砂糖 ﾂﾅ・醤油 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・人参 11.9

（木） （小麦） 焼き餃子（小麦） 小麦粉 鶏肉・豚肉・ｵｲｽﾀｰｿｰｽ ｷｬﾍﾞﾂ・玉ねぎ・にら 9.4

ｵﾚﾝｼﾞ ｵﾚﾝｼﾞ 1.5

みそ汁 わかめ・みそ 玉ねぎ・大根

鮭ﾁｰｽﾞﾌﾗｲ（小麦・乳） 小麦粉・ﾊﾟﾝ粉・でんぷん・油 鮭・ﾁｰｽﾞ 玉ねぎ 509

6 ごはん ｷｬﾍﾞﾂｻﾗﾀﾞ（小麦・卵） ごはん・砂糖・ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 鶏肉 ｷｬﾍﾞﾂ・ｺｰﾝ・人参 16.0

（金） （小麦・卵・乳） ｳｲﾝﾅｰ ｳｲﾝﾅｰ 17.1

ﾊﾟｲﾝ缶 ﾊﾟｲﾝ缶 1.7

みそ汁 油揚げ・みそ 白菜・ねぎ

ﾁﾝｼﾞｬｵﾛｰｽ（小麦） 砂糖・ごま油・片栗粉 豚肉・醤油 ﾋﾟｰﾏﾝ・玉ねぎ 478

7 ごはん 華風ｻﾗﾀﾞ（小麦・卵） ごはん・春雨・酢・ごま 錦糸卵・醤油 青梗菜・人参 16.4

（土） （小麦） 野菜ｺﾛｯｹ（小麦・乳） じゃがいも・ﾊﾟﾝ粉・小麦粉・油 玉ねぎ・人参・ｺｰﾝ・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 8.7

ﾊﾞﾅﾅ ﾊﾞﾅﾅ 2.0

みそ汁 さつまいも みそ えのき

豚肉の生姜焼き（小麦） 油・砂糖 豚肉・醤油 玉ねぎ・しめじ・ﾋﾟｰﾏﾝ・生姜 455

9 ごはん ﾅﾑﾙ ごはん・ごま油・ごま わかめ きゅうり・もやし・人参 19.9

（月） （小麦・卵・乳） 卵焼き（小麦・卵・乳） 砂糖・油 卵・醤油・鰹節 11.4

みかん缶 みかん缶 2.0

みそ汁 鮭・みそ 玉ねぎ・ほうれん草

ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞﾁｰｽﾞｿｰｽ焼き（卵・乳） じゃがいも・砂糖・酢 鶏肉・豚肉・卵・ﾁｰｽﾞ 玉ねぎ・ｹﾁｬｯﾌﾟ 469

10 ごはん ﾂﾅｻﾗﾀﾞ（小麦） ごはん・砂糖 ﾂﾅ・醤油 ｷｬﾍﾞﾂ・牛蒡・人参 13.0

（火） （小麦） 春巻き（小麦） 小麦粉・砂糖・春雨・油 醤油・ｵｲｽﾀｰｿｰｽ ｸﾜｲ・人参・ｷｬﾍﾞﾂ・玉ねぎ 11.2

ﾊﾞﾅﾅ ﾊﾞﾅﾅ 1.4

卵ｽｰﾌﾟ（小麦・卵・乳） 卵 えのき・青梗菜

ﾒﾝﾁｶﾂ（小麦・乳） ﾊﾟﾝ粉・小麦粉・油 豚肉・おから・醤油 玉ねぎ 568

11 ｼﾁｭｰﾗｲｽ ごはん・油・さつまいも・ｼﾁｭｰﾙｳ 豚肉 玉ねぎ・人参・しめじ 19.3

（水） （小麦・乳） ひじきｻﾗﾀﾞ（小麦） 砂糖 ちくわ・ひじき・醤油 ﾚﾝｺﾝ・人参・ｺｰﾝ 18.6

ｱﾒﾘｶﾝﾄﾞｯｸﾞ（小麦） 小麦粉・砂糖・でんぷん・ﾊﾟﾝ粉 魚肉すり身・ｶﾂｵｴｷｽ 2.2

ｵﾚﾝｼﾞｾﾞﾘｰ ｵﾚﾝｼﾞｾﾞﾘｰ

豚肉と春雨炒め（小麦） 油・春雨・砂糖・片栗粉 豚肉・醤油 人参・にら・たけのこ 544

12 ごはん かぼちゃｻﾗﾀﾞ（小麦・卵・乳） ごはん・ﾏﾖﾈｰｽﾞ かぼちゃ 17.3

（木） （小麦） かんぱちｶﾂ（小麦・乳） ﾊﾟﾝ粉・でんぷん・砂糖・油 かんぱち・魚肉すり身・ｶﾂｵｴｷｽ・醤油 玉ねぎ 18

もも缶 もも缶 2.1

みそ汁 豆腐・油揚げ・みそ ねぎ

から揚げ青のり風味（小麦） 小麦粉・片栗粉・油 鶏肉・醤油・青のり 生姜 495

ﾁｷﾝﾋﾟﾗﾌ ごはん・酢・砂糖・油・ﾊﾞﾀｰ 鶏肉 ｺｰﾝ・人参・玉ねぎ・ﾄﾏﾄﾍﾟｰｽﾄ 14.6

13 （乳） ﾏｶﾛﾆｻﾗﾀﾞ（小麦・卵）ｺｰﾝ ﾏｶﾛﾆ・砂糖・酢・ﾏﾖﾈｰｽﾞ 玉ねぎ・人参・ｺｰﾝ 16.6

（金） 紅白かまぼこ（小麦・卵）ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ かまぼこ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 2.1

みかん缶 みかん缶

七五三給食 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ（小麦・乳） ﾍﾞｰｺﾝ ｷｬﾍﾞﾂ・人参

鶏肉と野菜のさっぱり煮（小麦） 油・砂糖・酢・片栗粉 鶏肉・醤油 大根・牛蒡・玉ねぎ・人参 493

14 ごはん ｶﾘﾌﾗﾜｰｻﾗﾀﾞ（小麦・卵） ごはん・砂糖・ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾂﾅ ｶﾘﾌﾗﾜｰ・きゅうり・人参 17.4

（土） （小麦） はんぺんﾁｰｽﾞﾌﾗｲ（小麦・卵・乳） 山芋・油・でんぷん・ﾊﾟﾝ粉・小麦粉 魚肉すり身・卵・ﾁｰｽﾞ 15

ｵﾚﾝｼﾞ ｵﾚﾝｼﾞ 1.9

みそ汁 油揚げ・みそ 白菜

ｺｽﾓ保育園　11月給食だより



さわらの彩野菜ﾏﾖ焼き（卵） ﾏﾖﾈｰｽﾞ さわら ｽﾞｯｷｰﾆ・ﾋﾟｰﾏﾝ・玉ねぎ・人参 447

16 ごはん ﾁｷﾝｻﾗﾀﾞ（小麦） ごはん・砂糖 鶏肉・醤油 もやし・ｲﾝｹﾞﾝ・人参 18.1

（月） （小麦・卵・乳） ちくわの磯辺揚げ（小麦） 小麦粉・油 ちくわ・青のり 12.1

ﾊﾟｲﾝ缶 ﾊﾟｲﾝ缶 1.6

みそ汁 わかめ・豆腐・みそ ほうれん草

回鍋肉（小麦） 油・砂糖・りんご酢 豚肉・醤油・みそ ｷｬﾍﾞﾂ・玉ねぎ・人参・ﾋﾟｰﾏﾝ 454

17 ごはん しらすｻﾗﾀﾞ（小麦） ごはん・砂糖 しらす干し・醤油 ｶﾘﾌﾗﾜｰ・きゅうり・人参 17.0

（火） （小麦） かぼちゃひき肉ﾌﾗｲ（小麦） ﾊﾟﾝ粉・でんぷん・小麦粉・油 豚肉 かぼちゃ・玉ねぎ 11.0

ｵﾚﾝｼﾞ ｵﾚﾝｼﾞ 1.2

すまし汁（小麦） はんぺん・醤油 えのき・小松菜

ｺｰﾝｺﾛｯｹ（小麦） 小麦粉・ﾊﾟﾝ粉・砂糖・油 ﾄｳﾓﾛｺｼ 497

18 焼きそば 中華麺・油・ｿｰｽ 豚肉 ｷｬﾍﾞﾂ・人参 17.8

（水） （小麦） ﾍﾞｰｺﾝｻﾗﾀﾞ（卵・乳） じゃがいも・ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾍﾞｰｺﾝ 玉ねぎ・ｲﾝｹﾞﾝ 18.9

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・花ｳｲﾝﾅｰ ｳｲﾝﾅｰ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ 2.6

ﾘﾝｺﾞｾﾞﾘｰ ﾘﾝｺﾞｾﾞﾘｰ

いとかまｽｰﾌﾟ（小麦） かまぼこ・わかめ・醤油 ねぎ・人参

ささみﾁｰｽﾞﾌﾗｲ（小麦・卵・乳） ﾊﾟﾝ粉・小麦粉・油 豚肉 497

19 ごはん ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞ（小麦・卵） ごはん・ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ・ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 卵 きゅうり・人参 16.6

（木） （小麦） ｴﾋﾞﾎﾞｰﾙ煮（小麦・卵・えび） 砂糖 えび・魚肉すり身・醤油 13.1

みかん缶 みかん缶 1.9

みそ汁 油揚げ・みそ ほうれん草・玉ねぎ

鶏肉のﾏｽﾀｰﾄﾞ焼き（小麦） 砂糖・ﾏｽﾀｰﾄﾞ 鶏肉・醤油 542

20 ごはん ﾂﾅｻﾗﾀﾞ（小麦） ごはん・砂糖 ﾂﾅ・醤油 ｷｬﾍﾞﾂ・枝豆・人参 19.9

（金） （小麦・卵・乳） 卵ｻﾗﾀﾞｺﾛｯｹ（小麦・卵・乳） じゃがいも・ﾊﾟﾝ粉・個、卯木粉・ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ・油 卵 玉ねぎ 17.6

ﾊﾟｲﾝ缶 ﾊﾟｲﾝ缶 1.3

具たくさんつゆ（小麦） 油・砂糖 豚肉・醤油 ごぼう・人参・ねぎ

肉じゃが（小麦） じゃがいも・油・砂糖・白滝 豚肉・醤油 人参・玉ねぎ・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 524

21 ごはん 酢の物（小麦） ごはん・砂糖・酢 わかめ・醤油 きゅうり・人参 18.1

（土） （小麦） いかかｶﾂ（小麦・卵・えび） ﾊﾟﾝ粉・小麦粉・でんぷん・油 いか 13.9

ﾊﾞﾅﾅ ﾊﾞﾅﾅ 1.4

納豆汁 納豆・豆腐・みそ

白身ﾁｰｽﾞﾌﾗｲ（小麦・乳） ﾊﾟﾝ粉・小麦粉・油 ﾀﾗ・ﾁｰｽﾞ 482

24 ごはん 切り干し大根ｻﾗﾀﾞ（小麦・卵） ごはん・砂糖・ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ 鶏肉 切り干し大根・人参・水菜 17.1

(火) （小麦） 肉団子（小麦） ﾊﾟﾝ粉・でんぷん・砂糖・ごま 鶏肉・豚肉・醤油・魚介ｴｷｽ 玉ねぎ・人参・ﾚﾝｺﾝ・牛蒡・ねぎ 12.2

もも缶 もも缶 1.8

みそ汁 油揚げ・みそ 玉ねぎ・ほうれん草

から揚げ（小麦） 小麦粉・片栗粉・油 鶏肉・醤油 生姜 578

25 中華丼 ごはん・油・砂糖・片栗粉 豚肉・なると・醤油 白菜・人参・玉ねぎ・椎茸 21.0

（水） （小麦・卵） さつまいもｻﾗﾀﾞ（卵） さつまいも・砂糖・ﾏﾖﾈｰｽﾞ・ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ さつまいも・きゅうり・人参 19.8

焼売（小麦・乳） 小麦粉・ﾊﾟﾝ粉 鶏肉・醤油・ﾎﾀﾃｴｷｽ ｷｬﾍﾞﾂ・玉ねぎ・ｹﾁｬｯﾌﾟ 1.4

ぶどうｾﾞﾘｰ ぶどうｾﾞﾘｰ

すまし汁（小麦） わかめ・醤油 小松菜・人参

さばの香味焼き（小麦） ごま油 さば・醤油 ねぎ・生姜 523

26 ひじきご飯 ごはん・大麦・油・砂糖 ひじき・醤油・油揚げ・鰹節 人参 18.6

(木) （小麦） 春雨ｻﾗﾀﾞ（小麦・卵） 春雨・砂糖・酢 錦糸卵・醤油 きゅうり・人参 15.1

野菜ｺﾛｯｹ（小麦・卵・乳） じゃがいも・小麦粉・ﾊﾟﾝ粉・油 玉ねぎ・ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ・ｺｰﾝ・人参 2.9

ﾊﾞﾅﾅ ﾊﾞﾅﾅ

豚汁 油 豚肉・みそ 大根・ねぎ・牛蒡

お好み焼き風ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ（卵） じゃがいも・砂糖・ｿｰｽ・ﾏﾖﾈｰｽﾞ 鶏肉・豚肉・青のり 玉ねぎ・ｹﾁｬｯﾌﾟ 526

27 ごはん ﾊﾑｻﾗﾀﾞ（小麦・卵・乳） ごはん・砂糖・ごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾊﾑ ｷｬﾍﾞﾂ・枝豆・ｺｰﾝ 15.7

(金) （小麦・卵・乳） 白身魚ﾌﾘｯﾀｰ（小麦・乳） 小麦粉・でんぷん・油 ほき 17.0

みかん缶 みかん缶 2.4

ｺｰﾝｽｰﾌﾟ（小麦・乳） ｼﾁｭｰﾙｳ・ｺｰﾝｽｰﾌﾟの素 牛乳 ｺｰﾝ・玉ねぎ

鶏肉のｹﾁｬｯﾌﾟ煮 油・砂糖・ｿｰｽ・片栗粉 鶏肉 ｷｬﾍﾞﾂ・ｲﾝｹﾞﾝ・玉ねぎ・ｹﾁｬｯﾌﾟ 465

28 ごはん しらすｻﾗﾀﾞ（小麦） ごはん・砂糖 しらす干し・醤油 ほうれん草・白菜・人参 16.6

（土） （小麦） ﾋﾟｰﾏﾝ肉詰めﾌﾗｲ（小麦） ﾊﾟﾝ粉・小麦粉・油 豚肉 ﾋﾟｰﾏﾝ・玉ねぎ 13.2

ｵﾚﾝｼﾞ ｵﾚﾝｼﾞ 1.8

みそ汁 油揚げ・みそ しめじ・人参

ﾁｷﾝｶﾂ（小麦） 小麦粉・ﾊﾟﾝ粉・油 鶏肉 486

30 ごはん ﾁｰｽﾞｻﾗﾀﾞ（卵・乳） ごはん・砂糖・ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ ﾁｰｽﾞ・卵 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ・人参・ｶﾘﾌﾗﾜｰ 16.2

（月） （小麦・卵・乳） がんも花人参煮（小麦） 砂糖 がんも・醤油 人参 15.4

もも缶 もも缶 2.0

みそ汁 わかめ・みそ えのき・玉ねぎ

※ﾒﾆｭｰにつきましては、仕入れの状況により、若干の変更等がある場合がございます。ご了承ください。

※ｱﾚﾙｷﾞｰ表示につきましては、7品目を（）に表示させていただいております。 株式会社　　富士給食




