
湯ノ里保育所２０１８ １１月　献立表
区分 11/01(木) 11/02(金)

☆お手伝いを ボーロ 卵ボーロ
しましょう！ 牛乳 牛乳

ごはん ロールパン
保育所では毎月 和風きのこパスタ つくね串
おやつ作りを チーズちくわ ギョウザスープ
行っています。 とまと 元気サラダ
ご家庭でも・ 玉ねぎのみそ汁 牛乳
楽しいです！ あられ ホームパイ

牛乳 ヨーグルト
合計 774kcal た:27.8g 塩:2.2g 709kcal た:31.9g 塩:2g

区分 11/05(月) 11/06(火) 11/07(水) 11/08(木) 11/09(金)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん おにぎり ごはん トースト（ジャム）

親子丼 とまとカレー 鶏のごま照り焼き にゅうめん いかメンチカツ
三色金平 豚しゃぶの酢味噌かけ ほうれん草の海苔和え 春巻き かみかみサラダ
ふのりのみそ汁 ミニゼリー つみれ汁 ひじきの煮付け 肉団子のスープ

大根スープ 牛乳
手作りプリン クッキー のりせんべい あられ ホームパイ

牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト
合計 645kcal た:27.4g 塩:1.4g 873kcal た:26.1g 塩:2g 616kcal た:28.1g 塩:1.8g 867kcal た:28.1g 塩:4.2g 680kcal た:25.6g 塩:2g

区分 11/12(月) 11/13(火) 11/14(水) 11/15(木) 11/16(金)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん おにぎり ごはん コッペパン
豚肉の甘辛煮 そぼろ丼 チーズはんぺん トマトソースパスタ マカロニのクリーム煮

にんじんしりしり 小松菜のツナ和え 豚汁 コーンフライ ケチャップ鶏団子

くだもの きのこ汁 コロコロサラダ にらスープ 麩のスープ
しめじのスープ 牛乳
フルーチエ クッキー のりせんべい あられ ホームパイ
ウエハース 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 649kcal た:24.3g 塩:1.1g 613kcal た:26.9g 塩:1.3g 577kcal た:23.4g 塩:2.1g 876kcal た:28.2g 塩:1.6g 785kcal た:34.9g 塩:1.9g

区分 11/19(月) 11/20(火) 11/21(水) 11/22(木) 11/23(金)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん おにぎり ごはん
和風あんかけオムレツ すき焼き風煮 筑前煮 しゅうまい 勤労感謝の日
ジャーマンポテト きゅうりの昆布和え 和風マカロニサラダ なめ茸和え お休み
豆腐のみそ汁 くだもの かき玉汁 ミニゼリー
☆全員給食 かぶのみそ汁 月見うどん
たこ焼き クッキー のりせんべい あられ
☆おやつ作り 牛乳 ジョア 牛乳

合計 692kcal た:26.4g 塩:1.7g 627kcal た:26g 塩:1.5g 716kcal た:29g 塩:1.9g 757kcal た:24.6g 塩:1.7g 0kcal た:0g 塩:0g

区分 11/26(月) 11/27(火) 11/28(水) 11/29(木) 11/30(金)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムボーロ ボーロ 卵ボーロ
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはん おにぎり ごはん トースト（チーズ）

野菜カレー 肉じゃが がんもの含め煮 あんかけ焼きそば ハムカツ
ウインナーケチャップ ブロッコリーとコーンソテー きゃべつの卵とじ かぼちゃフライ クラムチャウダー

ワンタンスープ くだもの かぼちゃ団子汁 にらスープ 牛乳
豆腐のみそ汁

フルーツゼリー クッキー のりせんべい あられ ホームパイ
ウエハース 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 739kcal た:23.8g 塩:1.9g 669kcal た:25.3g 塩:1.7g 700kcal た:27.1g 塩:2.1g 864kcal た:27.9g 塩:1.1g 889kcal た:34.4g 塩:3.4g

☆牛乳は毎日つきます
☆水曜日は白ごはんです。お子さんの食べられる量を持たせてください。
☆献立は都合により変更する場合がありますので、ご了承ください。
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11/03(土)

文化の日
お休み

0kcal た:0g 塩:0g

11/10(土)
えびせん
牛乳

白玉だんご
125kcal た:4.7g 塩:0.3g

11/17(土)
のりせんべい
牛乳

パンピザ
125kcal た:4.7g 塩:0.3g

11/24(土)
クラッカー
牛乳

トースト
125kcal た:4.7g 塩:0.3g

☆水曜日は白ごはんです。お子さんの食べられる量を持たせてください。


