
月 火 水 木 金
31日 1日　 2日　　 3日　 4日　　
茶飯（茶葉ふりかけ） 雑穀ごはん（昆布の佃煮） 発芽玄米ごはん（青のり） きびごはん（ゆかり）
さばのみそ煮 クルトンハンバーグ ほっけの文化干し　　　 肉巻き　
酢豚 海鮮にんにく炒め 鶏肉のトマトクリーム煮　 お休み お麩の卵とじ　
屋台風きゅうり 根菜天ぷら かぶの梅和え 揚げかぼちゃ
人参ドレッシングサラダ 青菜のお浸し じゃが芋の衣揚げ 海草サラダ
かぼちゃのハニー焼き くだもの みかん 亥の子餅　
7日    8日　 9日 10日　　 11日　
麦ごはん（わかめ） 黒米ごはん（ツナそぼろ） きびごはん（おかか） 発芽玄米ごはん（キムムッチ） 麦ごはん（青のり）
豚肉のかき揚げ 揚げ餃子　 チーズタッカルビ　 鮭のサクサク揚げ 鶏の唐揚げ
キーマカレー　 ポークビーンズ　 豚肉の焼ビーフン 麻婆たまご 高野豆腐の甘煮
青菜の白和え 豆もやしの塩ナムル　 たたきごぼうの唐揚げ キャベツのお浸し さつま芋のバター和え
ゴロゴロきんぴら ひじきの煮物 人参の甘酢サラダ 白滝の炒り煮 切干大根と青菜のお浸し
黒糖米粉ケーキ くだもの くだもの スイートポテト くだもの
14日　 15日　　 16日 17日　 18日
黒米ごはん（ゆかり） きびごはん（高野豆腐そぼろ） 麦ごはん（じゃこ） 雑穀ごはん（おかかのり） 発芽玄米ごはん（わかめ）
鶏肉チーズフライ さわらの柚庵焼き 鶏の唐揚げ薬味だれ ピーマンの肉詰め ヨージキ～ﾊﾘﾈｽﾞﾐのﾐｰﾄﾎﾞｰﾙ 
家常豆腐　 チキンチキンごぼう キッシュ風オムレツ　 豚肉と大根のべっこう煮 豚肉の塩野菜炒め　
れんこんの煮なます きのこソテー 切干大根の煮物 ポテトフライ ブロッコリーのお浸し
野菜のじゃこ和え 青菜の磯香和え うま塩のりキャベツ 人参ナムル 白滝のたらこ和え　　
りんごの甘煮 くだもの プチトマト くだもの くだもの
21日　 22日　 23日 24日　 25日　　
きびごはん（青のり） 古代赤飯（ごま塩） 麦ごはん（ゆかり） オムライス風ごはん
鱈の味噌クリームチーズ焼き 変わり衣の唐揚げ 鶏肉の塩麴焼き イカのかりんと揚げ
豚肉の梅ポン酢風味 厚揚げのおろし煮 お休み ぶり大根 鶏肉の水炊き風
雷こんにゃく 長芋の味噌バター炒め 小松菜のかき揚げ 味噌田楽
野菜の浅漬け 紅白なます 昆布白菜 切干大根のお浸し
いももち揚げ くだもの 白玉小豆団子 くだもの
28日　　 29日　　 30日
雑穀ごはん（鶏そぼろ） 麦ごはん（おかか） 発芽玄米ごはん（のり佃煮）
豚肉のしぐれ煮 手づくりコロッケ　 鶏肉の照り焼き
手づくり紅生姜のちくわ天 鶏肉と舞茸のすき焼き風 手づくり豆腐ミートボール
キャベツのカレー炒め 即席漬け 人参しりしり
きゅうりの華風和え とふのこ煮 野菜の生姜和え
くだもの プチトマト さつま芋のはちみつ味噌煮

　11 月 の 献 立

※くだものは、みかん・りんご・柿・ラフランスを予定しています。
※マダレナカノッサ幼稚園は園の規則によりデザートはつきません。
※未就学児用のお弁当につきましては、辛味等配慮をして調理作成いたします。

※納品状況、食材価格により変更をすることがございますが、アレルギー食材の変更は致しません。
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ブロッコリー,薄口醤油

豚肉,大豆,人参,玉ねぎ,トマト(缶),
ケチャップ,ソース,チリパウダー,
バジル粉,パプリカ粉,(小麦粉)

豚肉,キャベツ,青梗菜,しめじ,塩麴,
片栗粉

ほっけ,塩

鶏肉,玉ねぎ,トマト(缶),にんにく,
小麦粉,牛乳,(枝豆)

かぶ,かぶの葉,人参,梅干し,薄口醤油,
かつお節

じゃが芋,小麦粉,米粉,パン粉,パセリ

みかん

プチトマト

豆もやし,小松菜,ごま油,酢,ごま

みかんorりんごor柿orラフランス

16日 17日15日

鶏むね肉,ごぼう,醤油,片栗粉
卵A,牛乳,パイシート(小麦,大豆),
ほうれん草,玉ねぎ,マッシュルーム(缶),
チーズ

豚肉,厚揚げ,ピーマン,干椎茸,ごま油,
豆板醤,味噌,醤油,オイスターソース,
片栗粉,(ごま,はちみつ)

キャベツ,小松菜,じゃこ

白滝,人参,醤油,ごま,一味

みかんorりんごor柿orラフランス

人参,もやし,にんにく,薄口醤油,ごま油,ご
ま

米,きび,高野豆腐,醤油 米,麦,じゃこ,かつお節 米,雑穀,かつお節,のり,ごま,醤油

鶏肉,大根,醤油

えのき,しめじ,大根,かつお節 人参,切干大根,干椎茸,醤油 じゃが芋,米粉,パセリ

ごぼう,れんこん,さつま揚げ(卵C),醤油

りんご,シナモン

みかんorりんごor柿orラフランスみかんorりんごor柿orラフランス

米,もち米,雑穀,きなこ

れんこん,人参,酢

米粉,豆乳,黒糖,はちみつ,
ベーキングパウダー

みかんorりんごor柿orラフランス

小松菜,キャベツ,のり,薄口醤油
キャベツ,のり,にんにく,ごま油,
薄口醤油,ごま

鶏肉,米粉,小麦粉,パン粉,卵B,
粉チーズ,パセリ粉

みかんorりんごor柿orラフランス

鶏挽肉,豚挽肉,玉ねぎ,人参,米粉,
ケチャップ,ソース,チーズ,醤油,
カレー粉,シナモン,(りんご,コーン缶)

米,黒米,ツナ(缶),ごま,薄口醤油

11日

さつま芋,(じゃが芋),バター,牛乳,卵B,
(はちみつ,水あめ,ごま,オレンジジュース,
醤油)

7日

海草,もやし,薄口醤油,酢,ごま油,ごま,
辛子

餃子の皮(小麦),豚挽肉,鶏挽肉,
キャベツ,ニラ,長ねぎ,にんにく,生姜,
醤油,ごま油,片栗粉,(大葉)

豚挽肉,鶏挽肉,玉ねぎ,卵B,クルトン,
パン粉,ケチャップ,ソース,(醤油)

鶏肉,にんにく,生姜,(塩麴,カレー粉,
醤油),片栗粉,米粉

鶏肉,チーズ,生姜,にんにく,キャベツ,
醤油,コチュジャン,ごま油,一味

切干大根,小松菜,薄口醤油

さつま芋,バター,黒ごま

お休み
鶏肉,麩(小麦),卵A,玉ねぎ,干椎茸,
薄口醤油,(油揚げ)

豆腐,小松菜,人参,薄口醤油,すりごま

１１月 献立 使用食材一覧表

1日 2日 3日 4日

18日

米,きび,ゆかり粉,ごま

豚肉,玉ねぎ,小麦粉,米粉,(アスパラ)

根菜,人参,(れんこんorさつま芋),
小麦粉,米粉

みかんorりんごor柿orラフランス

高野豆腐,人参,干椎茸,薄口醤油

米,発芽玄米,のり,ごま油,醤油,にんにく,ご
ま

米,きび,かつお節,醤油,ごま

かぼちゃ米粉

人参,酢

ごぼう,米粉,片栗粉,一味

米,麦,わかめ,ごま

豚肉,塩麴,いんげん,人参,米粉,醤油,
片栗粉

小松菜,もやし,薄口醤油

米,麦,青のり,ごま

8日

米,黒米,ゆかり,ごま

白滝,人参,たらこ

エビ,イカ,キャベツ,キクラゲ,醤油,
(カレー粉)

9日

豚挽肉,鶏挽肉,卵A,ねぎ,干椎茸,生姜,
にんにく,醤油,甜面醤,豆板醤,片栗粉

米,発芽玄米,青のり,ごま

ひじき,人参,突きこんにゃく,干椎茸,
醤油

米,雑穀,昆布,醤油,ごま

サケ,塩麴,レモン汁,小麦粉,片栗粉,
ベーキングパウダー

豚挽肉,鶏挽肉,米,玉ねぎ,卵B,片栗粉,
米粉,トマト(缶),ケチャップ,
オリーブ油,バジル

14日

サワラ,ゆず,柑橘類,薄口醤油,みりん
鶏むね肉,塩麴,片栗粉,米粉,長ねぎ,醤油,
酢,ごま油,(豆板醤)

豚挽肉,鶏挽肉,玉ねぎ,ピーマン,米粉,
卵B,ケチャップ,ソース

豚肉,ビーフン,ニラ,にんにく,生姜,醤油,片
栗粉,(ごま油,酢,レモン汁,ごま,
豆もやし)

10日

米,発芽玄米,わかめ,ごま

キャベツ,青菜,薄口醤油
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イカ,生姜,醤油,片栗粉,米粉

米,雑穀,鶏挽肉,青菜,醤油,ごま 米,麦,おかか,ごま 米,発芽玄米,のり,醤油

きゅうり,にんにく,生姜,薄口醤油,
ごま油,ごま,一味

おから,さつま揚げ(卵C),大根,人参,醬油 大根,小松菜,生姜,薄口醤油

みかんorりんごor柿orラフランス プチトマト
さつま芋,はちみつ,味噌,ごま,(醤油,
水あめ)

キャベツ,ピーマン,人参,カレー粉
人参,卵A,もやし,かつお節,ごま,
薄口醤油,ごま油

キャベツ,人参,水菜

30日

じゃが芋,豚挽肉,鶏挽肉,玉ねぎ,卵B,
小麦粉,パン粉,ソース,(かぼちゃ,ツナ(缶),
カレー粉,辛子,醤油,バター)

鶏肉,醤油,片栗粉

みかんorりんごor柿orラフランス みかんorりんごor柿orラフランス

小松菜,人参,切干大根,薄口醤油

小松菜,玉ねぎ,小麦粉,米粉 こんにゃく,味噌

白玉粉,米粉,小豆

ちくわ(卵C),生姜,酢,ゆかり粉,
小麦粉,米粉

鶏肉,舞茸,こんにゃく,ねぎ,醤油 豆腐,豚挽肉,鶏挽肉,玉ねぎ,パン粉

豚肉,塩麴,ごぼう,生姜,醤油

鶏肉,白菜,水菜,干椎茸,醤油,レモン汁ブリ,大根,生姜,醤油,片栗粉

25日

１１月 献立 使用食材一覧表

米,きび,青のり,ごま 米,黒米,黒ごま 米,麦,ゆかり,ごま 米,玉ねぎ,ケチャップ,卵A,

白菜,人参,刻み昆布,ごま,酢,薄口醬油かぶ,かぶの葉,人参 人参,切干大根,酢

28日 29日

タラ,クリームチーズ,味噌,一味 鶏肉,ひえ,片栗粉,米粉

お休み

21日 22日 23日 24日

じゃが芋,片栗粉,醤油

鶏肉,塩麴,こしょう

豚肉,白菜,梅干し,レモン汁,醤油,昆布 厚揚げ,小松菜,大根,醤油,片栗粉

こんにゃく,かつお節,醤油,ごま油,一味 長芋,味噌,バター


