
1 ベビーせんべい おかゆ カレイとカリフラワー に ベビースナック カレイ、豆腐、かつお節 ベビーせんべい、米、ベビースナック カリフラワー、人参、オレンジ

（月） とうふとにんじんのすましじる、　オレンジ

2 バナナ にこみうどん とりにくとねぎとわかめ に かぼちゃマッシュ かつお節、ささみ、しらす うどん バナナ、ねぎ、わかめ、きゅうり、人参

（火） しらすときゅうりとにんじんのにびたし、　ももとしろぶどうのジュレ もも、りんご、かぼちゃ、ぶどう
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（水）

4 やさいハイハイン おかゆ カレイとにんじん に ベビーせんべい カレイ、かつお節、みそ 野菜ハイハイン、米、ベビーせんべい 人参、小松菜、玉ねぎ、柿

（木） こまつなとたまねぎのみそしる、　かき

5 ベビースナック おかゆ しらすときゅうりとわかめ に バナナ しらす、かつお節 ベビースナック、米、じゃがいも わかめ、きゅうり、カリフラワー

（金） じゃがいもとカリフラワーのすましじる、　オレンジ オレンジ、バナナ

6 ハイハイン おかゆ とうふととりにくとねぎ に ベビーせんべい 豆腐、ささみ、かつお節、みそ ハイハイン、米、麩、ベビーせんべい ねぎ、キャベツ、もも

（土） おふとキャベツのみそしる、　もも

8 ベビーせんべい にこみにゅうめん とりにくときゅうり に じゃがいもマッシュ かつお節、ささみ ベビーせんべい、冷や麦、じゃがいも きゅうり、キャベツ、玉ねぎ、もも

（月） キャベツとたまねぎのにびたし、　もも

9 ベビースナック おかゆ カレイとブロッコリー に ベビーせんべい カレイ、豆腐、みそ、かつお節 ベビースナック、米、ベビーせんべい ブロッコリー、かぼちゃ、人参、バナナ

（火） とうふとかぼちゃとにんじんのみそしる、　バナナ

10 やさいハイハイン おかゆ とうふとほうれんそうとにんじん に さつまいもマッシュ 豆腐、かつお節 野菜ハイハイン、米、麩、さつまいも ほうれん草、人参、わかめ、もも

（水） おふとわかめのすましじる、　もも

11 ベビーせんべい おかゆ カレイとたまねぎ に ベビースナック カレイ、みそ、かつお節 ベビーせんべい、米、ベビースナック 玉ねぎ、キャベツ、きゅうり、オレンジ

（木） キャベツときゅうりのみそしる、　オレンジ

12 ハイハイン パンがゆ とりにくとにんじん に かぼちゃマッシュ ささみ、かつお節 ハイハイン、ロールパン 人参、カリフラワー、小松菜、バナナ、かぼちゃ

（金） カリフラワーとこまつなのすましじる、　バナナ

13 ベビーせんべい おかゆ とりにくとかぼちゃ に ベビースナック ささみ、かつお節、みそ ベビーせんべい、米、ベビースナック かぼちゃ、大根、ほうれん草、ぶどう

（土） だいこんとほうれんそうのみそしる、　ももとしろぶどうのジュレ もも、りんご

15 バナナ おかゆ カレイとえだまめ に ベビーせんべい カレイ、枝豆、豆腐、みそ、かつお節 米、ベビーせんべい バナナ、小松菜、もも

（月） とうふとこまつなのみそしる、　もも

16 ベビースナック おかゆ とりにくとブロッコリーとカリフラワー に バナナ ささみ、みそ、かつお節 ベビースナック、米 ブロッコリー、カリフラワー、玉ねぎ

（火） キャベツとたまねぎのみそしる、　りんご キャベツ、りんご、バナナ

17 ベビーせんべい にこみにゅうめん とりにくとほうれんそう に さつまいもマッシュ かつお節、ささみ、しらす ベビーせんべい、冷や麦、さつまいも ほうれん草、ブロッコリー、ねぎ、ぶどう

（水） しらすとブロッコリーとねぎのにびたし、　ももとしろぶどうのジュレ もも、りんご

18 やさいハイハイン おかゆ カレイといんげん に ベビースナック カレイ、かつお節 野菜ハイハイン、米、ベビースナック いんげん、人参、玉ねぎ、バナナ

（木） にんじんとたまねぎのすましじる、　バナナ

19 ベビーせんべい おかゆ とりにくとキャベツとブロッコリー に じゃがいもマッシュ ささみ、かつお節 ベビーせんべい、米、じゃがいも キャベツ、ブロッコリー、玉ねぎ、人参

（金） たまねぎとにんじんとトマトのすましじる、　オレンジ トマト、オレンジ

20 ベビースナック おかゆ とりにくとはくさい に ベビーせんべい ささみ、豆腐、みそ、かつお節 ベビースナック、米、ベビーせんべい 白菜、ほうれん草、もも

（土） とうふとほうれんそうのみそしる、　もも

22 ハイハイン おかゆ とうふときゅうり に かぼちゃマッシュ 豆腐、かつお節、みそ ハイハイン、米 きゅうり、わかめ、玉ねぎ、もも、かぼちゃ

（月） わかめとたまねぎのみそしる、　もも
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（火）

24 ベビースナック おかゆ カレイとだいこん に ベビーせんべい カレイ、かつお節 ベビースナック、米、ベビーせんべい 大根、チンゲンサイ、人参、バナナ

（水） ちんげんさいとにんじんのすましじる、　バナナ

25 やさいハイハイン おかゆ とりにくとブロッコリー に さつまいもマッシュ ささみ、豆腐、みそ、かつお節 野菜ハイハイン、米、さつまいも ブロッコリー、白菜、みかん

（木） とうふとはくさいのみそしる、　みかん

26 オレンジ パンがゆ とりにくとキャベツ に ベビースナック ささみ、かつお節 しょくぱん、ベビースナック オレンジ、キャベツ、かぶ、玉ねぎ、人参

（金） かぶとたまねぎとにんじんのすましじる、　もも もも

27 ハイハイン おかゆ カレイとにんじんのトマト に ベビーせんべい カレイ、かつお節、みそ ハイハイン、米、ベビーせんべい 人参、トマト、かぼちゃ、玉ねぎ、バナナ

（土） かぼちゃとたまねぎのみそしる、　バナナ

29 ベビースナック おかゆ カレイとほうれんそう に じゃがいもマッシュ カレイ、かつお節 ベビースナック、米、じゃがいも ほうれん草、わかめ、カリフラワー、りんご

（月） わかめとカリフラワーのすましじる、　りんご

30 オレンジ おかゆ とりにくとたまねぎとにんじん に ベビーせんべい ささみ、豆腐、みそ、かつお節 米、ベビーせんべい オレンジ、玉ねぎ、人参、ほうれん草、バナナ

（火） とうふとほうれんそうのみそしる、　バナナ

＊食品材料の入荷の都合上、献立の一部を変更させて頂く場合もありますので、ご了承ください。

＜　ぶんか　の　ひ　＞

＜　ぶんか　の　ひ　＞

さ　く　ら  保  育  園 
  株 式 会 社 幼 稚 園 給 食      　　　http://www.y-kyushoku.co.jp/

茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷2033－336
     船橋工場　　　　　　 　船橋市三咲５－３２－２１　　　　　　　TEL　０４７－４４８－１３８８（代）

TEL 029-896－3678
     龍ヶ崎工場　　　　　　 龍ヶ崎市川原代町３９９７－１　　　　   TEL　０２９７－６３－０１２２（代）

FAX 029-896－3680
     佐倉工場　　 　　      　佐倉市神門４３９　　　　　　　　　　　TEL　０４３－４９８－８５００（代）

  2 0 2 1 年  11 月 の 献 立（中期離乳）

日　付 午前おやつ 主　食 お　か　ず 午後おやつ 体 を つ く る 熱 や 力 に な る 体の調子を整える



1 ベビークッキー なんはん カレイとカリフラワー に ベビースナック カレイ、かつお節、豆腐 ベビークッキー、米、ベビースナック カリフラワー、人参、オレンジ

（月） とうふとにんじんのすましじる、　オレンジ

2 バナナ にこみうどん とりにくとねぎとわかめ に むしかぼちゃ かつお節、ささみ、しらす うどん バナナ、ねぎ、わかめ、きゅうり、人参

（火） しらすときゅうりとにんじんのにびたし、　ももとしろぶどうのジュレ もも、りんご、かぼちゃ、ぶどう
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（水）

4 やさいハイハイン なんはん カレイとにんじん に ベビーせんべい カレイ、かつお節、みそ 野菜ハイハイン、米、ベビーせんべい 人参、小松菜、玉ねぎ、柿

（木） こまつなとたまねぎのみそしる、　かき

5 ベビースナック なんはん しらすときゅうりとわかめ に バナナ しらす、かつお節 ベビースナック、米、じゃがいも わかめ、きゅうり、カリフラワー

（金） じゃがいもとカリフラワーのすましじる、　オレンジ オレンジ、バナナ

6 ハイハイン なんはん とうふととりにくとねぎ に ベビーせんべい 豆腐、ささみ、かつお節、みそ ハイハイン、米、麩、ベビーせんべい ねぎ、キャベツ、もも

（土） おふとキャベツのみそしる、　もも

8 ベビーせんべい にこみにゅうめん とりにくときゅうり に むしじゃがいも かつお節、ささみ ベビーせんべい、冷や麦、じゃがいも きゅうり、キャベツ、玉ねぎ、もも

（月） キャベツとたまねぎのにびたし、　もも

9 ベビースナック なんはん カレイとブロッコリー に ベビークッキー カレイ、かつお節、豆腐、みそ ベビースナック、米、ベビークッキー ブロッコリー、かぼちゃ、人参、バナナ

（火） とうふとかぼちゃとにんじんのみそしる、　バナナ

10 ベビービスケット なんはん とうふとほうれんそうとにんじん に むしさつまいも 豆腐、かつお節 ベビービスケット、米、麩、さつまいも ほうれん草、人参、わかめ、もも

（水） おふとわかめのすましじる、　もも

11 ベビーせんべい なんはん カレイとたまねぎ に ベビースナック カレイ、かつお節、みそ ベビーせんべい、米、ベビースナック 玉ねぎ、キャベツ、きゅうり、オレンジ

（木） キャベツときゅうりのみそしる、　オレンジ

12 ベビークッキー きざみパン とりにくとにんじんに むしかぼちゃ ささみ、かつお節 ベビークッキー、ロールパン 人参、カリフラワー、小松菜、バナナ、かぼちゃ

（金） カリフラワーとこまつなのすましじる、　バナナ

13 ベビーせんべい なんはん とりにくとかぼちゃ に ベビースナック ささみ、かつお節、みそ ベビーせんべい、米、ベビースナック かぼちゃ、大根、ほうれん草、ぶどう

（土） だいこんとほうれんそうのみそしる、　ももとしろぶどうのジュレ もも、りんご

15 バナナ なんはん カレイとえだまめ に ベビーせんべい カレイ、枝豆、かつお節、豆腐、みそ 米、ベビーせんべい バナナ、小松菜、もも

（月） とうふとこまつなのみそしる、　もも

16 ベビースナック なんはん とりにくとブロッコリーとカリフラワー に バナナ ささみ、かつお節、みそ ベビースナック、米 ブロッコリー、カリフラワー、玉ねぎ

（火） キャベツとたまねぎのみそしる、　りんご キャベツ、りんご、バナナ

17 ベビービスケット にこみにゅうめん とりにくとほうれんそう に むしさつまいも かつお節、ささみ、しらす ベビービスケット、冷や麦、さつまいも ほうれん草、ブロッコリー、ねぎ、ぶどう

（水） しらすとブロッコリーとねぎのにびたし、　ももとしろぶどうのジュレ もも、りんご

18 やさいハイハイン なんはん カレイといんげん に ベビークッキー カレイ、かつお節 野菜ハイハイン、米、ベビークッキー いんげん、人参、玉ねぎ、バナナ

（木） にんじんとたまねぎのすましじる、　バナナ

19 ベビーせんべい なんはん とりにくとキャベツとブロッコリー に むしじゃがいも ささみ、かつお節 ベビーせんべい、米、じゃがいも キャベツ、ブロッコリー、玉ねぎ、人参

（金） たまねぎとにんじんとトマトのすましじる、　オレンジ トマト、オレンジ

20 ベビースナック なんはん とりにくとはくさい に ベビービスケット ささみ、かつお節、豆腐、みそ ベビースナック、米、ベビービスケット 白菜、ほうれん草、もも

（土） とうふとほうれんそうのみそしる、　もも

22 ハイハイン なんはん とうふときゅうり に むしかぼちゃ 豆腐、かつお節、みそ ハイハイン、米 きゅうり、わかめ、玉ねぎ、もも

（月） わかめとたまねぎのみそしる、　もも かぼちゃ
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（火）

24 ベビークッキー なんはん カレイとだいこん に ベビーせんべい カレイ、かつお節 ベビークッキー、米、ベビーせんべい 大根、チンゲンサイ、人参、バナナ

（水） ちんげんさいとにんじんのすましじる、　バナナ

25 やさいハイハイン なんはん とりにくとブロッコリー に むしさつまいも ささみ、かつお節、豆腐、みそ 野菜ハイハイン、米、さつまいも ブロッコリー、白菜、みかん

（木） とうふとはくさいのみそしる、　みかん

26 オレンジ きざみパン とりにくとキャベツ に ベビースナック ささみ、かつお節 しょくぱん、ベビースナック オレンジ、キャベツ、かぶ、玉ねぎ、人参

（金） かぶとたまねぎとにんじんのすましじる、　もも もも

27 ハイハイン なんはん カレイとにんじんのトマト に ベビーせんべい カレイ、かつお節、みそ ハイハイン、米、ベビーせんべい 人参、トマト、かぼちゃ、玉ねぎ、バナナ

（土） かぼちゃとたまねぎのみそしる、　バナナ

29 ベビービスケット なんはん カレイとほうれんそう に むしじゃがいも カレイ、かつお節 ベビービスケット、米、じゃがいも ほうれん草、わかめ、カリフラワー、りんご

（月） わかめとカリフラワーのすましじる、　りんご

30 オレンジ なんはん とりにくとたまねぎとにんじん に ベビーせんべい ささみ、かつお節、豆腐、みそ 米、ベビーせんべい オレンジ、玉ねぎ、人参、ほうれん草、バナナ

（火） とうふとほうれんそうのみそしる、　バナナ

＊食品材料の入荷の都合上、献立の一部を変更させて頂く場合もありますので、ご了承ください。

＜　ぶんか　の　ひ　＞

＜　ぶんか　の　ひ　＞

さ　く　ら  保  育  園 
  株 式 会 社 幼 稚 園 給 食      　　　http://www.y-kyushoku.co.jp/

茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷2033－336
     船橋工場　　　　　　 　船橋市三咲５－３２－２１　　　　　　　TEL　０４７－４４８－１３８８（代）

TEL 029-896－3678
     龍ヶ崎工場　　　　　　 龍ヶ崎市川原代町３９９７－１　　　　   TEL　０２９７－６３－０１２２（代）

FAX 029-896－3680
     佐倉工場　　 　　      　佐倉市神門４３９　　　　　　　　　　　TEL　０４３－４９８－８５００（代）

  2 0 2 1 年  11 月 の 献 立（後期離乳）

日　付 午前おやつ 主　食 お　か　ず 午後おやつ 体 を つ く る 熱 や 力 に な る 体の調子を整える



1 ぎゅうにゅう ごはん たらのさいきょうやき、　ひじきのにもの、　ロールたまごやき ぎゅうにゅう 牛乳、全粉乳、たら、みそ、油揚げ、枝豆 小麦粉、澱粉、砂糖、米、油 ひじき、人参、ごぼう、黄桃

（月） ウエハース けんちんじる、　おうとう とうにゅうクッキー かつお節、卵、豆腐、鶏肉、いわし、大豆 里芋

2 ぎゅうにゅう にくうどん じゃがいもとかぼちゃのおやき、　しらすあえ ぎゅうにゅう 牛乳、豚肉、かつお節、いわし、しらす 小麦粉、澱粉、砂糖、うどん ねぎ、人参、わかめ、かぼちゃ、きゅうり

（火） バナナ カルてつヨーグルト ごましおおにぎり ヨーグルト ごま、米、じゃがいも もやし、バナナ

3

（水）

4 ぎゅうにゅう ごはん ぶたにくのしぐれに、　きりぼしだいこんサラダ、　かぼちゃのあまに ぎゅうにゅう 牛乳、卵、全粉乳、豚肉、いわし 澱粉、砂糖、米、油、ごま 玉ねぎ、ごぼう、しょうが、切り干し大根、人参

（木） たまごボーロ こまつなとたまねぎのみそしる、　かき コーンフレーク みそ、かつお節 コーンフレーク かぼちゃ、いんげん、小松菜、柿、きゅうり

5 ぎゅうにゅう チキンカレー ボロニアソーセージ、　はなやさいサラダ ぎゅうにゅう 牛乳、鶏肉、豚肉、卵 小麦粉、砂糖、米、じゃがいも、澱粉 玉ねぎ、人参、カリフラワー、ブロッコリー

（金） せんべい オレンジ ビスケット 油、ごま 椎茸、オレンジ

6 ぎゅうにゅう マーボーどうふどん かいせんシュウマイ、　フレンチサラダ ぎゅうにゅう 牛乳、豚肉、豆腐、みそ、たら、いか 小麦粉、黒砂糖、砂糖、米、澱粉 しょうが、にんにく、ねぎ、キャベツ、玉ねぎ

（土） ふがし ベビーパイン あおりんごゼリー ハム ごま油、パン粉、油 パイナップル、りんご果汁、レモン

8 ぎゅうにゅう ナポリタン ほうれんそうオムレツ、　ポテトサラダ ぎゅうにゅう 牛乳、ベーコン、卵、ハム 小麦粉、砂糖、スパゲティ、油、澱粉 玉ねぎ、トマト、ピーマン、ほうれん草、人参

（月） クラッカー ジュリアンヌスープ、　おうとう わかめおにぎり じゃがいも、マヨネーズ、米 キャベツ、椎茸、黄桃、わかめ、きゅうり

9 ぎゅうにゅう ごはん あかうおのにつけ、　にんじんごまきんぴら、　ブロッコリーのおかかあえ ぎゅうにゅう 牛乳、全粉乳、練乳、赤魚、おから、かつお節 小麦粉、砂糖、米、ごま油、油 人参、ブロッコリー、かぼちゃ、バナナ

（火） ビスコ いなかじる、　バナナ 2しょくサンド さば節、まぐろ節、鶏肉、豆腐、みそ、豆乳 ごま、マーガリン、澱粉 りんご、レモン果汁、いちご

10 ぎゅうにゅう ごはん とりのてりやき、　いりどうふ、　ほうれんそうのなめたけあえ ぎゅうにゅう 牛乳、鶏肉、卵、豆腐、いわし、かつお節 小麦粉、黒砂糖、砂糖、米、澱粉 オレンジ果汁、りんご果汁、トマト、しょうが、にんにく、椎茸、レタス、だいこん、オレンジ、レモン、りんご、セロリ

（水） ふがし おふとわかめのすましじる、　やさいジュースゼリー やきだいがくいも 油、麩、さつまいも、ごま 人参、ほうれん草、えのき、わかめ、アスパラガス、かぼちゃ、キャベツ、クレソン、ケール、なす、白菜、パセリ、ビート、赤ピーマン

11 ぎゅうにゅう ごはん ぶたにくのしょうがやき、　キャベツ、　マカロニサラダ ぎゅうにゅう 牛乳、全粉乳、豚肉、ハム、卵、かつお節 小麦粉、澱粉、砂糖、米、マカロニ しょうが、にんにく、玉ねぎ、キャベツ、きゅうり、人参

（木） ウエハース もやしとたまごのみそしる、　オレンジ マシュマロクラッカー みそ マヨネーズ、マシュマロ もやし、万能ねぎ、オレンジ

12 ぎゅうにゅう ロールパン ハムステーキ、　ほうれんそうとツナのソテー、　にんじんグラッセ ぎゅうにゅう 牛乳、卵、脱脂粉乳、ハム、ツナ、チーズ 小麦粉、砂糖、ライ麦、マーガリン、ごま アセロラ、ほうれん草、人参、コーン、玉ねぎ

（金） ビスケット ごまロール コーンポタージュ、　ベビーパイン きつねごはん 油揚げ 油、バター、米 パイナップル

13 ぎゅうにゅう ごはん ハンバーグてりやきソース、　かぼちゃのマヨドレサラダ ぎゅうにゅう 牛乳、豚肉、鶏肉、油揚げ、みそ 小麦粉、砂糖、米、澱粉、油 玉ねぎ、オレンジ果汁、りんご果汁、トマト、しょうが、にんにく

（土） クラッカー だいこんとあぶらあげのみそしる、　カルてつヨーグルト サッポロポテト ヨーグルト、かつお節 かぼちゃ、ブロッコリー、人参、洋梨果汁、大根、ビート、赤ピーマン、ほうれん草、ドライトマト

15 ぎゅうにゅう わかめごはん カレイのにつけ、　えだまめのとりそぼろいため、　さつまいものあまに ぎゅうにゅう 牛乳、カレイ、枝豆、鶏肉、豆腐、みそ 小麦粉、澱粉、砂糖、米、油 わかめ、小松菜、黄桃

（月） バナナ とうふとこまつなのみそしる、　おうとう プリン かつお節、卵 さつまいも バナナ

16 ぎゅうにゅう ごはん とりにくときのこのマーマレードやき、　はなやさいのソテー ぎゅうにゅう 牛乳、全粉乳、練乳、鶏肉、油揚げ 小麦粉、砂糖、米、油 しょうが、にんにく、しめじ、椎茸、カリフラワー

（火） ビスコ キャベツとあぶらあげのみそしる、　りんご ハムチーズトースト みそ、豆乳、ハム、チーズ、かつお節 マーガリン、オレンジママレード 玉ねぎ、人参、キャベツ、りんご、ブロッコリー

17 ぎゅうにゅう しおラーメン チンジャオロース、　ぎょうざ ぎゅうにゅう 牛乳、いわし、かつお節、豚肉、大豆、鶏肉 小麦粉、黒砂糖、砂糖、中華麺、ごま コーン、もやし、わかめ、ねぎ、筍、ピーマン

（水） ふがし カルてつヨーグルト あおなおにぎり ヨーグルト 澱粉、油、もちごめ、ごま油、米 赤ピーマン、キャベツ、玉ねぎ、にら、しそ、大根葉

18 ぎゅうにゅう ごはん さばのみそに、　しらたきといんげんのそぼろに ぎゅうにゅう 牛乳、卵、全粉乳、さば、みそ、豚肉 澱粉、砂糖、米、白滝、油 玉ねぎ、いんげん、なめこ、ごぼう、椎茸、人参

（木） たまごボーロ あつやきたまご、　のっぺいじる、　バナナ フルーツポンチ かつお節、太刀魚、いわし 里芋 バナナ、レモン果汁、黄桃、パイナップル、洋梨、りんごジュース

19 ぎゅうにゅう ごはん ポークステーキ　もやしぞえ、　コールスローサラダ ぎゅうにゅう 牛乳、豚肉、白インゲン豆、ひよこ豆 小麦粉、砂糖、米、油、マヨネーズ 玉ねぎ、もやし、キャベツ、ブロッコリー、人参、コーン

（金） クラッカー おまめとやさいのトマトスープ、　オレンジ ブルーベリーむしパン 赤インゲン豆、インゲン豆、ベーコン 澱粉 トマト、いんげん、オレンジ、ブルーベリー

20 ぎゅうにゅう ごはん とりにくのさっぱりに、　スパゲティーマヨドレサラダ ぎゅうにゅう 牛乳、鶏肉、かつお節、ハム、みそ 小麦粉、黒砂糖、砂糖、米、スパゲティ いんげん、きゅうり、人参、洋梨果汁、ねぎ

（土） ふがし ねぎとなめこのみそしる、　おうとう ビスケット 澱粉、油 黄桃、レモン果汁、なめこ

22 ぎゅうにゅう ごはん にくどうふ、　きゅうりとわかめのすのもの、　チーズインまめちくわ ぎゅうにゅう 牛乳、全粉乳、豚肉、豆腐、かつお節 小麦粉、澱粉、砂糖、米、油 きゅうり、わかめ、えのき、玉ねぎ

（月） ウエハース えのきとたまねぎのみそしる、　ベビーパイン やきうどん えそ、卵、チーズ、みそ、いとよりだい うどん 人参、ねぎ、しょうが、パイナップル、キャベツ

23

（火）

24 ぎゅうにゅう ごこくごはん あじのてりやき、　だいこんサラダ、　あおのりポテト ぎゅうにゅう 牛乳、あじ、たら、いわし、きな粉 小麦粉、澱粉、砂糖、米、アマランサス 昆布、大根、人参、ほうれん草、きゅうり、青のり

（水） せんべい ちんげんさいとにんじんのすましじる、　バナナ きなこごまクッキー あわもち、大麦、きび、ごま、油、じゃがいも チンゲンサイ、バナナ、レモン果汁

25 ぎゅうにゅう ごはん ぶたにくのしょうがやき、　ブロッコリーとゆでたまごのごまドレあえ ぎゅうにゅう 牛乳、全粉乳、練乳、豚肉、卵、豆腐 小麦粉、砂糖、米、ごま、油 しょうが、にんにく、玉ねぎ、ブロッコリー

（木） ビスコ とうふとはくさいのみそしる、　みかん マロンケーキ みそ、かつお節 くり みかん、椎茸、白菜

26 ぎゅうにゅう しょくパン ハンバーグオニオンソース、　イタリアンサラダ ぎゅうにゅう 牛乳、豆乳、豚肉、鶏肉、ハム、チーズ 小麦粉、砂糖、パン粉 オレンジ、玉ねぎ、しょうが、にんにく、キャベツ、きゅうり、人参

（金） オレンジ もりのきのこシチュー、　おうとう さけおにぎり 鮭 澱粉、バター、米、油 セロリ、トマト、かぶ、マッシュルーム、しめじ、黄桃

27 ぎゅうにゅう ハヤシライス コーンシュウマイ、　ひじきとえだまめのマヨドレサラダ ぎゅうにゅう 牛乳、豚肉、たら、枝豆 小麦粉、澱粉、砂糖、米、油 玉ねぎ、トマト、とうもろこし、ひじき、人参、コーン

（土） せんべい ベビーパイン フルーツやさいゼリー パン粉、ごま 洋梨果汁、パイナップル、かぼちゃ、みかん果汁、オレンジ果汁

29 ぎゅうにゅう ごはん さわらのさいきょうやき、　ほうれんそうとかくあげのごまあえ、　てりやきミートボール ぎゅうにゅう 牛乳、さわら、みそ、厚揚げ、鶏肉、豚肉 小麦粉、砂糖、米、ごま、澱粉 ほうれん草、しょうが、にんにく、玉ねぎ

（月） クラッカー わかめとかまぼこのすましじる、　りんご メープルパンケーキ たら、いわし、卵 メープルシロップ、バター、油 トマト、わかめ、りんご、オレンジ果汁、りんご果汁

30 ぎゅうにゅう ごはん むしどり、　くろずいりあんかけ、　シルバーサラダ ぎゅうにゅう 牛乳、鶏肉、ハム、いわし、かつお節、豚肉 砂糖、米、ごま油、澱粉 オレンジ、玉ねぎ、人参、ピーマン、コーン、ほうれん草

（火） オレンジ ちゅうかスープ、　バナナ ミートマカロニ 春雨、マヨネーズ、マカロニ、油 バナナ、レモン果汁、パセリ、グリンピース

＊食品材料の入荷の都合上、献立の一部を変更させて頂く場合もありますので、ご了承ください。

  2 0 2 1 年  11 月 の 献 立（完了期）

日　付 午前おやつ 主　食 お　か　ず 午後おやつ 体 を つ く る 熱 や 力 に な る

さ　く　ら  保  育  園 
  株 式 会 社 幼 稚 園 給 食      　　　http://www.y-kyushoku.co.jp/

茨城県稲敷郡阿見町荒川本郷2033－336
     船橋工場　　　　　　 　船橋市三咲５－３２－２１　　　　　　　TEL　０４７－４４８－１３８８（代）

TEL 029-896－3678
     龍ヶ崎工場　　　　　　 龍ヶ崎市川原代町３９９７－１　　　　   TEL　０２９７－６３－０１２２（代）

FAX 029-896－3680
     佐倉工場　　 　　      　佐倉市神門４３９　　　　　　　　　　　TEL　０４３－４９８－８５００（代）

体の調子を整える

＜　ぶんか　の　ひ　＞

＜　きんろうかんしゃ　の　ひ　＞


