
エネルギーKcal　  　主　　な 　　 材　　料 　名 エネルギーKcal　　   主　 な     材　 　料 　名
 日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ  日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ

脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの 　（未満児） 脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの 　（未満児）

ふりかけご飯、大根の味噌汁 　586 （492） 精白米 鰆、あおさ 小松菜、人参 麦茶 マーマレードジャムサンド ご飯、中華風コーンスープ 　588 （529） 精白米 豚肉、鶏肉 ピーマン、筍 プリン 餃子ピザ

１　（月） 鰆の磯焼き 　22.3（17.3） さつま芋 油揚げ 大根、もやし ビスケット せんべい １７（水） チンジャオロース 　26.4（23.7) 調合油 卵、チーズ パプリカ、椎茸 牛乳

さつま芋甘煮、小松菜のお浸し 　12.7（12.3） 食パン 味噌 牛乳、果物 バンバンジー、ミニトマト 　21.0（19.3） 餃子の皮 ツナ きゅうり、トマト 果物

ご飯、わかめのスープ 　609 （524） 精白米 豚肉、ツナ ピーマン、人参 牛乳 チーズ蒸しパン ゆかりご飯、大根の味噌汁 　608 （523） 精白米 鯖、納豆 ほうれん草 牛乳 お好み焼き

２　（火） 酢豚、大根サラダ 　17.9（16.7) 薄力粉 チーズ パプリカ、玉ねぎ 野菜ジュース １８（木） 鯖の竜田揚げ 　22.2（19.9) 調合油 油揚げ、味噌 もやし、大根 野菜ジュース

果物 　21.2（19.7） 卵 大根、きゅうり ほうれん草納豆和え、ミニゼリー 　21.5（19.9） 片栗粉 豚肉 キャベツ、人参

ご飯、わかめのスープ 　604 （491） 精白米 鶏肉 マッシュルーム 麦茶 ホイップサンド

３　（水） １９（金） 鶏肉のきのこクリームソースがけ 　21.2（16.6) 薄力粉 ベーコン しめじ、椎茸 せんべい 牛乳

いんげんソテー、果物 　25.5（19.2） ロールパン わかめ いんげん、玉ねぎ

人参ご飯、お麩のすまし汁 　565 （471） 精白米 ほっけ、昆布 きゅうり、えのき ヨーグルト スイートポテト 五目うどん 　592 （507） うどん 鶏肉 長ねぎ ヨーグルト カステラ

４　（木） ほっけのねぎみそ焼き 　21.1（18.8) 玉麩 さつま揚げ 人参、長ねぎ 牛乳 ２０（土） 果物 　25.4（21.8) 油揚げ、味噌 ほうれん草 （以）せんべい

すき昆布煮、きゅうりの漬物 　14.6（11.1） さつま芋 味噌、牛乳 たくあん 果物 　19.3（17.0） 卵、かまぼこ 牛乳、ミニゼリー

ご飯、玉ねぎの味噌汁 　585 （505） 精白米 鶏肉、卵 コーン、人参 牛乳 くるくるベーコンパイ ご飯、コーンスープ 　604 （507） 精白米 ブラックタイガー きゅうり、トマト 牛乳 おから入りスコーン

５　（金） 鶏肉のレモン醬油焼き 　22.7（20.3) 調合油 豆腐、ひじき 白菜、もやし 牛乳 ２２（月） エビフライ 　17.3（15.6) 薄力粉 チーズ、豚肉 玉ねぎ、コーン 野菜ジュース

豆腐のおとし揚げ、白菜のお浸し 　25.1（22.6） 薄力粉 ベーコン 玉ねぎ 果物 チーズサラダ、ミートボール 　18.9（17.2） パン粉 卵、おから パセリ

焼きうどん 　607 （516） うどん 豚肉 キャベツ、人参 プリン マドレーヌ

６　（土） 卵スープ 　18.4（17.1) 調合油 卵 長ねぎ、玉ねぎ （以）せんべい ２３（火）

果物 　26.6（23.4） ピーマン、椎茸 牛乳、ミニゼリー

ふりかけご飯、大根の味噌汁 　589 （480） 精白米 ぶり、豚肉 玉ねぎ、人参 麦茶 今川焼き ご飯、白菜の味噌汁 　609 （524） 精白米 鶏肉 南瓜、白菜 ゼリー ドーナッツ

８　（月） ぶりの照り焼き 　25.3（19.8) 薄力粉 生揚げ、味噌 筍、椎茸、大根 せんべい 牛乳 ２４（水） 鶏肉の中華照り焼き 　21.0（19.0) 油揚げ ほうれん草 （以）せんべい

生揚げの中華煮、ミニチーズ 　23.7（17.9） 調合油 チーズ きぬさや、生姜 果物 南瓜の甘煮、ほうれん草の胡麻和え 　21.6（20.0） 味噌 人参、もやし 牛乳、果物

誕生会 ご飯、豆腐の味噌汁 　597 (487) 精白米 鶏肉、豆腐 ほうれん草、なめこ 野菜ジュース ミートパイ パン、クリームシチュー 　596 （501） ロールパン 卵、鶏肉 トマト、きゅうり 牛乳 いなりずし

９　（火） ささみチーズパン粉焼き 　28.1(21.5) 調合油 味噌、卵 人参、もやし 牛乳 ２５（木） スパニッシュオムレツ 　22.5（19.5) マカロニ ハム、チーズ 人参、玉ねぎ 麦茶

笹かまとほうれん草のお浸し、ミニケーキ 　23.5(17.6) パン粉 チーズ、豚肉 玉ねぎ、パセリ 果物 マカロニサラダ、ボイルブロッコリー 　26.4（22.8） じゃが芋 ベーコン グリンピース

ご飯、白菜の味噌汁 　597 （481） 精白米 豆腐、鶏肉 人参、干し椎茸 ゼリー ホットドッグ ご飯、ポトフ 　597 （515） 精白米 豚肉、卵 玉ねぎ、人参 牛乳 焼きビーフン

１０（水） あんかけ豆腐 　19.3（15.1) さつま芋 ハム、味噌 きゅうり、レモン 野菜ジュース ２６（金） デミグラスソースハンバーグ 　21.5（19.4) ビーフン ウィンナー ごぼう、きゅうり 野菜ジュース

春雨サラダ、さつま芋のレモン煮 　18.6（13.1） はるさめ ウィンナー 白菜、キャベツ ごぼうサラダ、果物 　21.0（19.6） じゃが芋 キャベツ、もやし

ポークカレーライス 　592 （511） 精白米 豚肉 玉ねぎ、人参 牛乳 ゼリー入り ミートソーススパゲティ 　604 （527） スパゲティ 豚肉、卵 玉ねぎ、人参 プリン カスタードケーキ

１１（木） 海藻サラダ 　14.0（13.8) じゃが芋 海藻 レタス、きゅうり 　フルーツポンチ ２７（土） キャベツのスープ 　25.4（22.6) オリーブ油 チーズ キャベツ （以）せんべい

　22.3（20.5） 調合油 ツナ サニーレタス 果物 　20.7（19.0） ベーコン 干し椎茸 牛乳、ミニゼリー

のりご飯、大根の味噌汁 　589 （530） 精白米 鱈、牛乳 蓮根、きゅうり プリン レーズンケーキ ご飯、大根の味噌汁 　594 （501） 精白米 豆腐、豚肉 玉ねぎ、にら 麦茶

１２（金） 鱈のマヨネーズ焼き 　20.3（19.1) 薄力粉 ひじき、味噌 人参、コーン 牛乳 ２９（月） 肉豆腐、ちくわの磯辺揚げ 　19.9（17.8) 薄力粉 ちくわ、青のりきゅうり、みかん ビスケット

蓮根サラダ、トマト 　21.3（19.5） 油揚げ、卵 大根、レーズン 果物 きゅうりの酢の物 　23.6（20.7） 調合油 わかめ、味噌 大根、人参 牛乳、果物

中華丼 　613 （507） 精白米 豚肉、えび 玉ねぎ、人参 ヨーグルト バームクーヘン わかめご飯、椎茸のスープ 　609 （506） 精白米 鮭、チーズ コーン、玉ねぎ 野菜ジュース 黒糖蒸しパン

１３（土） わかめスープ 　22.3（19.7) 調合油 いか、あさり 白菜、長ねぎ （以）せんべい ３０（火） 鮭のマヨコーン焼き 　22.8（17.8) じゃが芋 ウィンナー トマト、椎茸 牛乳

果物 　25.2（19.0） わかめ、卵 牛乳、ミニゼリー ジャーマンポテト、トマト 　24.7（18.6） 薄力粉 卵 果物

ご飯、玉ねぎのスープ 　618 （516） 精白米 豚肉、ハム 玉ねぎ、きゅうり 麦茶 あんまん 都合により献立が変更になることがあります。ご了承ください １食あたりの平均塩分量　以上児：2.2ｇ　未満児：1.7ｇ

１５（月） ポークチャップ 　17.6（13.8) さつま芋 しめじ、人参 ビスケット 牛乳 　　

さつま芋サラダ、ボイルブロッコリー 　24.8（21.4） 薄力粉 ブロッコリー 果物 せんべい汁　　青森県八戸市地域（県南地方）を代表する郷土料理。昆布等でとっただし汁の中に

郷土 ご飯、せんべい汁 　538 （471） 精白米 めかじき ごぼう、玉ねぎ 牛乳 たぬきうどん 　　　　　　　　野菜を入れしょうゆなどで味を調えた中に汁物用のせんべい「南部せんべい」を入れて

１６（火） カジキマグロの照り焼き 　21.5（19.4) 南部せんべい 豚肉、鶏肉 人参、大根 麦茶 　　　　　　　　煮たものです。

青森 豚ごぼう、りんご 　14.4（14.6） うどん かまぼこ しいたけ、りんご

今月の食育予定
 ２(火)　３歳児　箸指導
１５(月)　　５歳児 　箸指導

令和３年　１1月　　予定献立表　　　太陽認定こども園

今月の郷土料理：青森

いちごジャム
マーガリンサンド

文化の日

勤労感謝の日

≪旬の食材≫
ブロッコリー、しゅんぎく、ごぼう、セロリ、里芋


