
熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの
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  ☆　一日あたりの平均給与量　☆

牛乳、食べる
小魚

牛乳、ココアトーストのむヨーグル
ト

グレープフルーツ、だいこん、ブロッコ
リー、キャベツ、にんじん、たまねぎ、○
いちごジャム、きゅうり

パイナップル、キャベツ、たまねぎ、はくさい、
にんじん、きゅうり、コーン（冷凍）、福神漬、○
にんじん、しめじ、ピーマン、赤ピーマン、黄
ピーマン、にんにく、しょうが

バナナ、もやし、はくさい、だいこん、ブ
ロッコリー、チンゲンサイ、たけのこ（ゆ
で）、きゅうり、ねぎ、にんじん

牛乳、こしあんクリー
ムどら焼き

○グリコ牛乳、鶏ひき肉、米みそ（淡
色辛みそ）、卵、油揚げ、しらす干
し、ごま、◎調製豆乳

かき、こまつな、もやし、れんこん、だいこ
ん、ねぎ、にんじん、しいたけ、カットわか
め

≪世界の料理:ケニ
ア≫牛乳、マンダジ

○グリコ牛乳、鶏もも肉、米みそ（淡
色辛みそ）、西京みそ、油揚げ、◎ヤ
クルト

こまつな、グレープフルーツ、たまねぎ、
にんじん、しめじ、水菜、しょうが

ごはん、みそ汁（さつま芋・水菜）、鶏肉の
西京焼き、小松菜の煮びたし、グレープフ
ルーツ

米、○小麦粉、さつま
いも、○油、砂糖、ごま
油、○砂糖

牛乳、バナナマフィ
ン

米、〇さつまいも、小麦
粉、パン粉、油

豚ひき肉、大豆（水煮ﾊﾟｯｸ）、○
ごま、◎のむヨーグルト

豆カレー、福神漬け、白菜としめじのスー
プ、カラフルサラダ、パイナップル

米、○米、和風ドレッシ
ング、油

米、パン粉、小麦粉、
油

豚肉(ヒレ)、しばえび、○ホイップク
リーム、ベーコン、○くりの甘露煮、
ウインナー、卵、バター、黒ごま、◎
グリコ牛乳、◎いわし(煮干し)

みかん、たまねぎ、にんじん、○バナナ、
ほうれんそう、なめこ、いんげん、みつ
ば、干ししいたけ、◎こんぶ

牛乳、黒糖蒸しパン

りんご、ごぼう、にんじん、いんげん、カッ
トわかめ、◎にんじん

　　　　　　　　　　　材         料        名
10時おやつ

☆　☆　文化の日　☆　☆

ヤクルト ほうれん草ロール、コロコロスープ、コーン
フレークチキン、ブロッコリーとツナのサラ
ダ、オレンジ

ポパイパン（卵・乳除去）、
和風ドレッシング、○砂
糖、欧風マヨネーズ

○ヨーグルト(無糖)、鶏もも肉、
ツナ油漬缶、ベーコン、◎ヤクル
ト

オレンジ、だいこん、ブロッコリー、キャベ
ツ、にんじん、たまねぎ、○いちごジャ
ム、きゅうり

麦茶、いちごヨーグ
ルト、クラッカー

牛乳、ポテトフライ

3時おやつ
(◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

牛乳、バナナ
チップス

ふりかけごはん、みそ汁（キャベツ・油揚
げ）、肉じゃが、ほうれん草の納豆和え、み
かん

米、じゃがいも、しらた
き、○油、砂糖

○グリコ牛乳、豚肉(もも)、納
豆、油揚げ、米みそ（淡色辛み
そ）、かつお節、◎調製豆乳

みかん、たまねぎ、ほうれんそう、もや
し、にんじん、キャベツ、グリンピース（冷
凍）、カットわかめ、◎バナナ（乾果）

令和３年 １１月　給食献立表

ごはん、みそ汁（豆腐・わかめ）、さばの塩
焼き、五目金平、りんご

○グリコ牛乳、さば、絹ごし豆腐、○
無塩バター、○アーモンド（乾）、淡
色みそ、ごま、◎調製豆乳

のむヨーグル
ト

ヤクルト

ごはん、中華スープ、白身魚のチリソース、
春雨の中華和え、りんご

米、○スパゲティー、は
るさめ、片栗粉、油、砂
糖、ごま油

○グリコ牛乳、豚肉(ばら)、えび
（むき身）、なると、ツナ油漬缶

牛乳

豆乳、人参ス
ティック

牛乳、人参ス
ティック

日付 昼食

まめぴよ

豆乳、バナナ
チップス

のむヨーグル
ト

ヤクルト

米、○小麦粉、糸こんにゃ
く、○グラニュー糖、ごま
油、○粉糖、砂糖

まめぴよ

豆乳、おしゃ
ぶり昆布

ちゃんぽんラーメン、ギョウザ、大根とツナ
の和風サラダ、バナナ

ゆで中華めん、片栗
粉、ごま油

○グリコ牛乳、木綿豆腐、○卵、○
無塩バター、油揚げ、米みそ（淡色
辛みそ）、淡色みそ、ごま、◎調製豆
乳

○グリコ牛乳、さば、絹ごし豆腐、○
無塩バター、○アーモンド（乾）、淡
色みそ、ごま、◎調製豆乳

コーン缶、バナナ、たまねぎ、にんじん、
マッシュルーム、ピーマン、きゅうり

まめぴよ 牛乳、ツイストドーナ
ツ

ごはん、中華スープ、白身魚のチリソース、
春雨の中華和え、りんご

米、はるさめ、片栗粉、
油、○砂糖、砂糖、ご
ま油

まめぴよ

豆乳、胡瓜ス
ティック

牛乳、栗とあんこの
蒸しパン

りんご、ねぎ、にんじん、たまねぎ、きゅう
り、にら、しいたけ、◎きゅうり

○グリコ牛乳、すずき、卵、ハ
ム、○無塩バター、すりごま、◎
調製豆乳、〇栗の甘露煮

りんご、ごぼう、にんじん、いんげん、カッ
トわかめ、◎にんじん

牛乳、スノーボール
クッキー

ゆでうどん、○食パン、欧
風マヨネーズ、パン粉、○
グラニュー糖、片栗粉、○
粉糖、砂糖

○グリコ牛乳、ちくわ、豚肉(ば
ら)、油揚げ、○無塩バター、ご
ま、◎のむヨーグルト

キャベツ、オレンジ、にんじん、なめこ、だ
いこん、しめじ、きゅうり、えのきたけ、ね
ぎ、しいたけ、しそ

豚肉のしょうが焼き丼、みそ汁（じゃが芋・
玉ネギ）、小松菜の煮びたし、オレンジ

米、じゃがいも、油、ご
ま油

スパゲッティナポリタン、コーンスープ、ポテ
トサラダ、バナナ

○グリコ牛乳、グリコ牛乳、ハ
ム、ツナ油漬缶、バター

じゃがいも、欧風マヨ
ネーズ

≪誕生会≫えびピラフ、ミネストローネ、ヒ
レかつ、ポパイサラダ、パイナップル

きのこうどん、ちくわのマヨ焼き、キャベツの
青じそ和え、オレンジ

たまねぎ、キャベツ、パイナップル、ほう
れんそう、ホールトマト１号缶、にんじん、
コーン（冷凍）、ピーマン、にんにく

麦茶、誕生ケーキ
（※純組はホット
ケーキ）

麦茶、わかめおにぎ
り

豆乳 すずき、卵、○しらす干し、ハ
ム、○無塩バター、すりごま、◎
調製豆乳

りんご、ねぎ、にんじん、たまねぎ、きゅう
り、にら、しいたけ

≪精進料理≫ごま塩ごはん、みそ汁（なめ
こ・油揚げ）、お麩じゃが、白和え、みかん

米、じゃがいも、○小麦
粉、しらたき、糸こんにゃ
く、○グラニュー糖、小町
麩、砂糖

ほうれん草ロール、コロコロスープ、コーン
フレークチキン、ブロッコリーとツナのサラ
ダ、グレープフルーツ

ポパイパン（卵・乳除去）、
和風ドレッシング、○砂
糖、欧風マヨネーズ

かき、きゅうり、れんこん、ごぼう、にんじ
ん、いんげん、糸みつば、◎にんじん

○グリコ牛乳、豚肉(肩)、絹ごし
豆腐、ハム、卵、ごま

みかん、かぼちゃ、キャベツ、にんじん、
もやし、たまねぎ、きゅうり、ピーマン、万
能ねぎ

牛乳、ココアトースト

ごはん、みそ汁（豆腐・わかめ）、さばの塩
焼き、五目金平、りんご

米、○小麦粉、糸こんにゃ
く、○グラニュー糖、ごま
油、○粉糖、砂糖

豆乳 牛乳、ホットケーキ

きのこうどん、ちくわのマヨ焼き、キャベツの
青じそ和え、オレンジ

ゆでうどん、○食パン、欧
風マヨネーズ、パン粉、○
グラニュー糖、片栗粉、○
粉糖、砂糖

○グリコ牛乳、ちくわ、豚肉(ば
ら)、油揚げ、○無塩バター、ご
ま、◎のむヨーグルト

キャベツ、オレンジ、にんじん、なめこ、だ
いこん、しめじ、きゅうり、えのきたけ、ね
ぎ、しいたけ、しそ

ごはん、豚汁、松風焼き、小松菜としらすの
和え物、柿

米、○ホットケーキ粉、
パン粉、○油、○砂
糖、砂糖、ごま油

豆乳、人参ス
ティック

牛乳、スノーボール
クッキー

麦茶、わかめおにぎ
り

ふりかけごはん、みそ汁（かぶ・生揚げ）、
チーズはんぺんフライ、ほうれん草のなめ
たけ和え、みかん

○グリコ牛乳、はんぺん、プロセス
チーズ、生揚げ、米みそ（淡色辛み
そ）、卵、◎調製豆乳、生クリーム

みかん、ほうれんそう、もやし、かぶ、た
まねぎ、にんじん、なめたけ、かぶ・葉、
◎バナナ（乾果）

○ヨーグルト(無糖)、鶏もも肉、
ツナ油漬缶、ベーコン、◎ヤクル
ト

ぶり、さつま揚げ、ささげ（乾）、
◎グリコ牛乳

☆　☆　勤労感謝の日　☆　☆

豆乳、おしゃ
ぶり昆布

≪八王子産米≫ごはん、みそ汁（キャベツ・
油揚げ）、肉じゃが、ほうれん草の納豆和
え、みかん

じゃがいも、米、○小麦
粉、しらたき、○グラ
ニュー糖、砂糖

○グリコ牛乳、豚肉(もも)、納豆、○
無塩バター、○卵、油揚げ、米みそ
（淡色辛みそ）、かつお節、◎調製豆
乳

みかん、たまねぎ、ほうれんそう、もやし、にん
じん、キャベツ、バナナ、グリンピース（冷凍）、
カットわかめ、◎こんぶ

牛乳、バナナマフィ
ン

牛乳、お米deガトー
ショコラ

たまねぎ、こまつな、オレンジ、にんじん、
ピーマン、しめじ、万能ねぎ

麦茶、二色ゼリー、
つるのこ餅※幼児の
み試食

牛乳、じゃこスパゲ
ティ

豚ひき肉、大豆（水煮ﾊﾟｯｸ）、○
ごま、◎のむヨーグルト

パイナップル、キャベツ、たまねぎ、はくさい、
にんじん、きゅうり、コーン（冷凍）、福神漬、○
にんじん、しめじ、ピーマン、赤ピーマン、黄
ピーマン、にんにく、しょうが

豆カレー、福神漬け、白菜としめじのスー
プ、カラフルサラダ、パイナップル

米、○米、和風ドレッシ
ング、油

ヤクルト ごはん、みそ汁（さつま芋・水菜）、鶏肉の
西京焼き、小松菜の煮びたし、りんご

○たこ焼き、米、さつま
いも、砂糖、○欧風マヨ
ネーズ、ごま油

○グリコ牛乳、鶏もも肉、米みそ（淡
色辛みそ）、西京みそ、油揚げ、○か
つお節、◎ヤクルト

りんご、こまつな、たまねぎ、にんじん、し
めじ、水菜、しょうが、○あおのり

牛乳、たこ焼き

牛乳、バナナ
チップス

ハヤシライス、キャベツのスープ、春雨サラ
ダ、オレンジ

米、○さつまいも、はる
さめ、○砂糖、砂糖、
油、ごま油

○グリコ牛乳、牛肉(もも)、卵、ハム、
○生クリーム、○卵(黄)、○無塩バ
ター、すりごま、◎グリコ牛乳

たまねぎ、オレンジ、キャベツ、にんじん、
マッシュルーム、きゅうり、コーン（冷凍）、
◎バナナ（乾果）

牛乳、スイートポテト

ソース焼きそば、豆腐と卵のスープ、かぼ
ちゃサラダ、みかん

焼きそばめん、さつま
いも、欧風マヨネーズ、
油、ごま油

≪七五三・創立者生誕日お祝い献立≫お
赤飯、すまし汁（そうめん・花麩）、ぶりの照
り焼き、さつま揚げと野菜の煮物、柿

米、もち米、○上新粉、○
砂糖、さといも（冷凍）、干
しそうめん、花麩、○片栗
粉、砂糖

○グリコ牛乳、豚肉(肩ロース)、
米みそ（淡色辛みそ）、油揚げ

麦茶、いちごヨーグ
ルト、クラッカー

牛乳、スイートポテト

社会福祉法人多摩養育園

光明第八保育園

ｴﾈﾙｷﾞ‐   ﾀﾝﾊﾟｸ質 脂質 ｶﾙｼｳﾑ 鉄 ﾋﾞﾀﾐﾝＡ ﾋﾞﾀﾐﾝB1 ﾋﾞﾀﾐﾝB2  ﾋﾞﾀﾐﾝC

3歳以上児 581kcal   22.1g    18.6g  209mg  3.10mg  219μｇ 0.40mg   0.45mg  36mg

3歳未満児 546kcal   21.2g    17.9g  240mg  3.20mg  196μｇ 0.37mg   0.40mg  31mg

★食材の都合により献立を変更することがあります。ご了承ください。

≪八王子産の白いごはん≫ 八王子市で収穫したお米を献立で提供し、地産地消の

良さや、生産者への感謝の心を育みます。


