
令和4年11月 幼児食献立表
エネルギー
たんぱく質
脂質・塩分

（　）は１・２歳

1 552(510)

火 21.9(21.0)

15.5(15.4)

1.7(1.4)

2 607(529)

水 33.4(28.4)

19.3(18.2)

1.5(1.1)

4 536(499)

金 20.7(20.3)

13.9(13.3)

1.2(1.0)

5 502(480)

土 22.2(20.0)

11.5(11.9)

3.4(2.8)

7 564(509)

月 22.9(20.2)

15.0(14.8)

1.7(1.4)

8 574(480)

火 21.2(18.3)

16.5(15.1)

1.9(1.5)

9 538(520)

水 22.9(22.3)

12.５(13.2)

1.9(1.6)

10 587(511)

木 24.3(21.8)

20.2(18.5)

1.9(1.7)

11 577(500)

金 25.7(23.4)

19.0(17.0)

2.1(1.7)

12 512(485)

土 20.9(18.7)

17.5(16.8)

0.4(0.3)

14 563(508)

月 24.5(22.0)

15.2(16.0)

2.0(1.8)

15 606(540)

火 25.9(24.1)

19.7(18.7)

2.0(1.6)

16 603(545)

水 19.1(17.5)

15.0(15.0)

1.4(1.1)

枚方市立保育所

日付 献立名 材料名
おやつ

（◎は1.2歳　10時おやつ）

ごはん
あじのバターしょうゆ焼き
きんぴらごぼう
豆腐のみそ汁

米(50g)／とろあじ(40),料理酒(0.2),食塩(0.1),こしょう,濃口しょうゆ(1),無塩
バター(2)／ごぼう(15),にんじん(5),れんこん(6),ちくわ(3),ごま油(0.3),さとう
(1),濃口しょうゆ(1.5),ごま(1)／木綿豆腐(20),だいこん(15),たまねぎ(15),に
んじん(5),えのきたけ(6),あおねぎ(3),けずりぶし(2.5),みそ(8)／さつまいも
(45),さとう(3),無塩バター(2),スキムミルク(3),グラニュー糖(0.5),食塩(0.1)

◎牛乳
◎元気野菜入りソフトせん
牛乳
スイートポテト
みかん

うずまきパン
クリームシチュー
ナポリタンスパゲティ-

うずまきパン(1個)／鶏もも肉(25),たまねぎ(25),にんじん(10),じゃがいも
(40),しめじ(5),グリンピース(3),無塩バター(4),小麦粉(4),牛乳(30),スキムミル
ク(3),とりがらスープ(4),生クリーム(1.5),食塩(0.3),こしょう／スパゲティ
(20),ショルダーベーコン(7),たまねぎ(15),にんじん(6),ピーマン(3),なたねサ
ラダ油(0.5),トマトピューレ（ﾃﾞﾙﾓﾝﾃ）(8),ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ(4),ｳｽﾀｰｿｰｽ(0.5),さとう
(0.5),食塩(0.1),こしょう

◎牛乳
◎畑のクラッカー
牛乳,まあるいクラッカー
おこめでつくったパフスナッ
クソース味,りんご

ごはん
さばのさつま揚げ
添え野菜（ブロッコリー）
わかめのすまし汁
焼きのり

米(50g)／木綿豆腐(40),さば(レトルト)(20),にんじん(10),ごぼう(3),あおねぎ
(3),しょうが(0.3),さとう(2),料理酒(0.5),濃口しょうゆ(1),食塩(0.1),小麦粉(7),
なたね油(6)／ブロッコリー(20),食塩(0.1)／ながいも(15),たまねぎ(15),ほう
れんそう(8),にんじん(5),干しわかめ(0.3),だし昆布(0.5),けずりぶし(2),淡口
しょうゆ(2),食塩(0.2)

◎牛乳
◎ふっくら桜えびせんべい
ジョア
元気薄焼きせんべい
きなこもち

あんかけうどん
ツナじゃが

干しうどん(55g),鶏もも肉(30),はくさい(15),にんじん(6),しめじ(6),あおねぎ
(3),しょうが(0.2),だし昆布(0.5),けずりぶし(2.5),淡口しょうゆ(4),濃口しょう
ゆ(2),みりん(2),でんぷん(5)／ツナ缶(15),じゃがいも(35),にんじん(10),なた
ねサラダ油(0.5),さとう(1),濃口しょうゆ(2)

◎牛乳
◎かぼちゃボーロ
牛乳
たべっ子ベイビーおやさい
ひとくちしょうゆせん

ごはん
洋風おでん
豆腐のみそ汁
ささみのふりかけ

米(50g)／豚もも肉(20),しょうが(0.2),たまねぎ(30),にんじん(15),板こんにゃく
(10),じゃがいも(35),グリンピース(3),さとう(2),濃口しょうゆ(3),純カレー粉(0.2),
とりがらスープ(2)／木綿豆腐(20),だいこん(20),たまねぎ(10),こまつな(6),にんじ
ん(5),干しわかめ(0.2),けずりぶし(2),みそ(8)／ささみフレーク(10),しょうが(0.2),
ごま(0.5),さとう(0.5),みりん(1),濃口しょうゆ(1),料理酒(0.5)／小麦粉(20),ﾍﾞｰｷﾝｸﾞ
ﾊﾟｳﾀﾞｰ(0.5),さとう(7),スキムミルク(3),無糖ヨーグルト(8),なたねサラダ油(3)

◎牛乳
◎おこめのすなっく
牛乳
ヨーグルト蒸しパン

ごはん
マーボー豆腐
和風春雨スープ

米(60g)／木綿豆腐(55),豚ミンチ肉(20),たまねぎ(15),にんじん(5),あおねぎ(3),干
ししいたけ(0.5),しょうが(0.1),にんにく(0.1),とりがらスープ(1.5),なたねサラダ油
(2),さとう(1),濃口しょうゆ(2),みそ(4),ごま油(0.3),でんぷん(1.5),食塩(0.1),こしょ
う／春雨(2),焼豚(7),たまねぎ(15),にんじん(7),ほうれんそう(5),えのきたけ(5),だし
昆布(0.5),けずりぶし(2),淡口しょうゆ(2),食塩(0.2)／じゃがいも(60),でんぷん(6),
食塩(0.3),さとう(1.5),濃口しょうゆ(1.5),あおのり(0.2),なたねサラダ油(1)

◎牛乳
◎元気野菜入りソフトせん
牛乳
磯辺風芋もち
みかん

きのこご飯
カレイの漬焼き
白菜の煮浸し
かぶのみそ汁

米(45g),鶏もも肉(10),しめじ(7),えのきたけ(6),にんじん(5),食塩(0.2),淡口
しょうゆ(2),料理酒(0.5),だし昆布(0.2)／カラスガレイ(40),料理酒(0.2),さと
う(1),濃口しょうゆ(2),みりん(1)／ショルダーベーコン(7),はくさい(35),にん
じん(10),なたねサラダ油(0.5),さとう(0.2),濃口しょうゆ(1)／うすあげ(3),さ
つまいも(20),かぶ(15),にんじん(5),かぶ・葉(3),白ねぎ(5),けずりぶし(2),みそ
(8)

◎牛乳
◎畑のクラッカー
牛乳,エースコイン
海藻スナック
フルーツ野菜ゼリー

ごはん
親子煮
豆腐のみそ汁
焼きのり

米(60g)／たまご(30),鶏もも肉(20),たまねぎ(30),にんじん(5),あおねぎ(5),な
たねサラダ油(1),さとう(2),濃口しょうゆ(2.5),けずりぶし(0.5)／木綿豆腐
(20),たまねぎ(15),だいこん(15),こまつな(6),にんじん(5),しめじ(5),けずりぶ
し(2),みそ(8)

◎牛乳
◎とうもろこしでつくったパフスナック塩味

牛乳,ミニ野菜スティック
ミニえびまるせん（3～5歳）
1歳からのかっぱえびせん(1～2歳)
型抜きチーズ

パーカーパン
ホキのチーズ焼き
野菜のソテー
コーンクリームスープ

パーカーパン(1個)／ホキ(40),食塩(0.1),こしょう,白ワイン(1),小麦粉(3),粉
チーズ(3),無塩バター(3)／キャベツ(25),チンゲンサイ(15),にんじん(5),なたね
サラダ油(1),食塩(0.2),こしょう,純カレー粉(0.1)／ショルダーベーコン(7),北海
道クリームコーン(30),じゃがいも(20),たまねぎ(15),にんじん(5),無塩バター
(2),とりがらスープ(3),牛乳(20),スキムミルク(3),生クリーム(1.5),食塩(0.2),こ
しょう／米(30),炊き込みわかめ(0.1),さとう(1.5),濃口しょうゆ(2),なたねサラ
ダ油(1)

◎牛乳
◎ふっくら桜えびせんべい
牛乳
焼きおにぎり風（わかめ）

ミートスパゲティー
豆腐のすまし汁

スパゲティ(50g),豚ミンチ肉(30),たまねぎ(50),にんじん(7),なたねサラダ油
(1),トマトピューレ（ﾃﾞﾙﾓﾝﾃ）(20),ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ(10),ｳｽﾀｰｿｰｽ(1.5),さとう(1.5),
食塩(0.1),こしょう／木綿豆腐(20),じゃがいも(20),にんじん(5),チンゲンサイ
(5),だし昆布(0.5),けずりぶし(2),淡口しょうゆ(2),食塩(0.2)

◎牛乳
◎かぼちゃボーロ
牛乳
元気水族館のなかまたち
ソフトせんべい塩味

ごはん
五目炒め
糸かまぼこのすまし汁

米(60g)／豚もも肉(20),むきえび(20),たまねぎ(25),にんじん(5),キャベツ
(20),ビーフン(3),濃口しょうゆ(1.5),食塩(0.3),こしょう,なたねサラダ油(1),と
りがらスープ(2),でんぷん(1.5)／糸かまぼこ(10),たまねぎ(15),にんじん(5),チ
ンゲンサイ(5),干しわかめ(0.2),だし昆布(0.5),けずりぶし(2),食塩(0.2),淡口
しょうゆ(2)／食パン(0.5枚),ちりめんじゃこ(5),マヨドレッシング(7),きざみの
り(0.1)

◎牛乳
◎おこめのすなっく
牛乳
のりじゃこトースト

ごはん
あじのバターしょうゆ焼き
ひじき豆
豆腐のみそ汁

米(50g)／とろあじ(40),料理酒(0.2),食塩(0.1),こしょう,濃口しょうゆ(1),無塩
バター(2)／だいず(12),芽ひじき(1.5),にんじん(5),ちくわ(3),なたねサラダ油
(0.2),さとう(1.5),濃口しょうゆ(2)／木綿豆腐(20),だいこん(15),たまねぎ
(15),にんじん(5),えのきたけ(6),あおねぎ(3),けずりぶし(2.5),みそ(8),／ﾎｯﾄｹｰ
ｷﾐｯｸｽ(25),蒸し黒大豆(10),さとう(5),無糖ヨーグルト(8),スキムミルク(3),さと
う(3),無塩バター(4),粉砂糖(0.5)

◎牛乳
◎元気野菜入りソフトせん
牛乳
黒豆ケーキ

ごはん
ポークカレー
マカロニソテー

米(60g)／豚もも肉(20),たまねぎ(40),にんじん(15),じゃがいも(40),にんにく
(0.5),しょうが(0.5),なたねサラダ油(2),コクと旨みのまろやかカレー(7),ｶﾚｰﾙｩ
(3),ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ(3),ｳｽﾀｰｿｰｽ(1),食塩(0.1),こしょう／ツナ(10),ツイストマカロニ
(3),キャベツ(40),たまねぎ(12),にんじん(5),なたねサラダ油(0.3),食塩(0.2),こ
しょう

◎牛乳
◎畑のクラッカー
牛乳
スイートポリコーン
紫芋チップ,バナナ



令和4年11月 幼児食献立表
エネルギー
たんぱく質
脂質・塩分

（　）は１・２歳

17 518(508)

木 22.5(22.0)

16.7(17.8)

0.8(0.8)

18 521(482)

金 30.5(28.1)

17.5(17.4)

2.1(1.9)

19 502(480)

土 22.2(20.0)

11.5(11.9)

3.4(2.8)

21 586(526)

月 23.1(20.4)

14.9(14.7)

1.7(1.4)

22 510(469)

火 27.0(25.1)

15.0(14.0)

2.3(1.8)

24 598(518)

木 23.1(20.7)

21.7(19.6)

1.3(1.0)

25 611(535)

金 24.8(22.8)

22.0(19.4)

1.7(1.4)

26 512(485)

土 20.9(18.7)

17.5(16.8)

0.4(0.3)

28 578(491)

月 22.7(19.5)

13.8(13.7)

1.5(1.3)

29 533(466)

火 19.0(17.0)

17.9(16.2)

1.6(1.3)

30 616(572)

水 26.6(24.0)

20.4(19.7)

1.1(0.9)

枚方市立保育所

日付 献立名 材料名
おやつ

（◎は1.2歳　10時おやつ）

ごはん
鮭のちゃんちゃん焼き
かき卵汁

米(50g)／秋鮭(40),食塩(0.2),料理酒(0.5),キャベツ(20),たまねぎ(5),にんじん
(3),えのきたけ(4),みそ(2),みりん(1),さとう(0.5),無塩バター(1),淡口しょうゆ
(0.5)／たまご(15),木綿豆腐(12),たまねぎ(15),ながいも(10),ほうれんそう
(6),にんじん(5),だし昆布(0.5),けずりぶし(2),淡口しょうゆ(2),食塩(0.2)

◎牛乳
◎とうもろこしでつくったパフス
ナック塩味
牛乳,アンパンマンのひとくちビ
スケット
元気カリポテミニ

ごはん
手羽中の煮物
チンゲンサイのおかか炒め
豆腐のみそ汁

米(50g)／手羽中(2本),しょうが(0.3),さとう(2),濃口しょうゆ(3),みりん(1),料
理酒(0.5),米酢(1)／チンゲンサイ(20),はくさい(15),にんじん(5),花かつお
(0.8),なたねサラダ油(0.3),食塩(0.1),濃口しょうゆ(1),／木綿豆腐(20),じゃが
いも(15),たまねぎ(10),にんじん(5),あおねぎ(3),干しわかめ(0.2),けずりぶし
(2.5),みそ(8)

◎牛乳
◎ふっくら桜えびせんべい
牛乳,まあるいクラッカー
おこめでつくったパフスナッ
クソース味,りんご

あんかけうどん
ツナじゃが

干しうどん(55g),鶏もも肉(30),はくさい(15),にんじん(6),しめじ(6),あおねぎ
(3),しょうが(0.2),だし昆布(0.5),けずりぶし(2.5),淡口しょうゆ(4),濃口しょう
ゆ(2),みりん(2),でんぷん(5)／ツナ缶(15),じゃがいも(35),にんじん(10),なた
ねサラダ油(0.5),さとう(1),濃口しょうゆ(2)

◎牛乳
◎かぼちゃボーロ
牛乳
たべっ子ベイビーおやさい
ひとくちしょうゆせん

ごはん
洋風おでん
豆腐のみそ汁
ささみのふりかけ

米(50g)／豚もも肉(20),しょうが(0.2),たまねぎ(30),にんじん(15),板こんにゃく(10),
じゃがいも(35),グリンピース(3),さとう(2),濃口しょうゆ(3),純カレー粉(0.2),とりがら
スープ(2)／木綿豆腐(20),だいこん(20),たまねぎ(10),こまつな(6),にんじん(5),干しわか
め(0.2),けずりぶし(2),みそ(8)／ささみフレーク(10),しょうが(0.2),ごま(0.5),さとう
(0.5),みりん(1),濃口しょうゆ(1),料理酒(0.5)／小麦粉(25),さとう(7),ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰ
(0.5),スキムミルク(3),りんごジュース(10),りんご(10),なたねサラダ油(3)

◎牛乳
◎おこめのすなっく
牛乳
りんご蒸しパン

秋の炊き込みご飯
カレイの漬焼き
白菜の煮浸し
かぶのみそ汁

米(45g),鶏もも肉(10),さつまいも(10),しめじ(5),にんじん(5),ごぼう(3),食塩(0.2),淡口
しょうゆ(2),料理酒(0.5),だし昆布(0.2)／カラスガレイ(40),料理酒(0.2),さとう(1),濃口
しょうゆ(2),みりん(1)／はくさい(40),にんじん(10),さとう(0.2),濃口しょうゆ(1),けずり
ぶし(0.3)／うすあげ(3),かぶ(15),たまねぎ(15),にんじん(5),かぶ・葉(3),白ねぎ(5),けず
りぶし(2),みそ(8)／ショルダーベーコン(7),マカロニ(10),じゃがいも(15),たまねぎ(15),
コーン(3),小麦粉(2),無塩バター(2),牛乳(20),とろけるチーズ(8),とりがらスープ(1),食塩
(0.1),パン粉(1)

◎牛乳
◎元気野菜入りソフトせん
牛乳
マカロニグラタン

ごはん
木の葉煮
豆腐のすまし汁
焼きのり

米(60g)／たまご(35),うすあげ(7),糸かまぼこ(10),たまねぎ(25),にんじん
(10),みずな(5),あおねぎ(3),なたねサラダ油(1),でんぷん(1),さとう(2),濃口
しょうゆ(2.5),けずりぶし(2)／木綿豆腐(20),たまねぎ(15),だいこん(15),こま
つな(6),にんじん(5),しめじ(5),だし昆布(0.5),けずりぶし(2),淡口しょうゆ(2),
食塩(0.2)

◎牛乳
◎とうもろこしでつくったパフスナック塩味

牛乳,ミニ野菜スティック
ミニえびまるせん（3～5歳）
1歳からのかっぱえびせん(1～2歳)
型抜きチーズ

パーカーパン
ホキのあかね焼き
野菜のソテー
コーンクリームスープ

パーカーパン(1個)／ホキ(40),食塩(0.1),でんぷん(3),なたねサラダ油(0.5),ﾄﾏﾄｹﾁｬｯ
ﾌﾟ(4),ｳｽﾀｰｿｰｽ(2),さとう(1)／キャベツ(25),チンゲンサイ(15),にんじん(5),なたねサ
ラダ油(1),食塩(0.2),こしょう／ショルダーベーコン(7),北海道クリームコーン(30),
じゃがいも(20),たまねぎ(15),にんじん(5),無塩バター(2),とりがらスープ(3),牛乳
(20),スキムミルク(3),生クリーム(1.5),食塩(0.2),こしょう／小麦粉(13),きなこ(2),
くろごま(0.7),さとう(6),なたねサラダ油(6),食塩(0.1)

◎牛乳
◎ふっくら桜えびせんべい
牛乳
ちんすこう
みかん

ミートスパゲティー
豆腐のすまし汁

スパゲティ(50g),豚ミンチ肉(30),たまねぎ(50),にんじん(7),なたねサラダ油
(1),トマトピューレ（ﾃﾞﾙﾓﾝﾃ）(20),ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ(10),ｳｽﾀｰｿｰｽ(1.5),さとう(1.5),
食塩(0.1),こしょう／木綿豆腐(20),じゃがいも(20),にんじん(5),チンゲンサイ
(5),だし昆布(0.5),けずりぶし(2),淡口しょうゆ(2),食塩(0.2)

◎牛乳
◎かぼちゃボーロ
牛乳
元気水族館のなかまたち
ソフトせんべい塩味

ごはん
五目炒め
糸かまぼこのすまし汁

米(60g)／豚もも肉(20),むきえび(20),たまねぎ(25),にんじん(5),キャベツ
(20),ビーフン(3),濃口しょうゆ(1.5),食塩(0.3),こしょう,なたねサラダ油(1),と
りがらスープ(2),でんぷん(1.5)／糸かまぼこ(10),たまねぎ(15),にんじん(5),チ
ンゲンサイ(5),干しわかめ(0.2),だし昆布(0.5),けずりぶし(2),食塩(0.2),淡口
しょうゆ(2)／ホットケーキミックス(25),スキムミルク(3),無塩バター(4),さと
う(3),無糖ヨーグルト(8),バナナ(20),レモン(0.7)

◎牛乳
◎おこめのすなっく
牛乳
バナナケーキ

11月24日は''いい日本食''『和食の日』です。
ユネスコ無形文化遺産にも登録されている和食は、
　①日本が南北に長いことから、色々な食材が使われている
　②一汁三菜を基本とした栄養バランスのとれた食事である
　③自然や四季を表現しており、季節感を楽しめる
　④正月や節句など年中行事に関わりがある
などの特徴があります。
11月24日に『だしで味わう和食の日』として和食献立を実施します。
保育所では昆布と削り節の合わせだしを毎日丁寧にとっているので、
和食の日に、だしの美味しさをあらためて味わってほしいですね。

ごはん
芋煮風
豆腐のみそ汁

米(50g)／牛もも肉(25),厚揚げ(15),板こんにゃく(10),さといも(20),にんじん
(10),ごぼう(6),しめじ(6),白ねぎ(6),けずりぶし(1),料理酒(0.5),さとう(2),濃口
しょうゆ(4),みりん(0.5)／木綿豆腐(20),たまねぎ(15),だいこん(10),にんじん
(5),チンゲンサイ(5),けずりぶし(2.5),みそ(8)

◎牛乳
◎元気野菜入りソフトせん
牛乳
ミルクスティック
海藻スナック,りんご

ごはん
揚げ魚の和風あんかけ
豆腐のすまし汁

米(50g)／秋鮭　角切り(50),食塩(0.1),でんぷん(8),なたね油(4),たまねぎ(10),
にんじん(5),えだまめ(3),さとう(1),濃口しょうゆ(2),食塩(0.1),でんぷん(0.5),
けずりぶし(1)／木綿豆腐(20),じゃがいも(20),たまねぎ(15),にんじん(5),えの
きたけ(5),あおねぎ(3),淡口しょうゆ(2),食塩(0.2),だし昆布(0.5),けずりぶし
(2)／食パン(0.5枚),きなこ(4),さとう(3),無塩バター(5)

◎牛乳
◎畑のクラッカー
牛乳
きな粉トースト

和食の日

※材料の都合により、献立を変更することがあります

0.25 0.30 20 3.2 1.5以下

21 4.1 1.4

目標量 470 16～24 11～16 220 2.3 190

3才未満児 506 21.5 16.0 324 1.7 222 0.32 0.66

220 0.32 0.36 23 3.6 1.6以下目標量 570 19～28 13～19 270 2.5

237 0.37 0.71 24 5.0 1.7

mg mg g ｇ

3才以上児 559 23.7 16.7 317 2.0

ビタミンC 食物繊維 食塩相当量

kcal g g mg mg μgRＡE mg

今月の栄養価(11月)

栄養価 エネルギー たんぱく質 脂質 カルシウム 鉄 ビタミンA ビタミンB1 ビタミンB2


