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11日 12日 13日 14日 15日

メニュー

18日 19日 20日 21日 22日

メニュー

25日 26日 27日 28日 29日

メニュー

メニューは予定です。やむを得ず変更の可能性がありますのでご了承ください。

子どもの様子を見ながら、メニュー以外のものを追加で提供することがあります。

11月のおやつ献立

終日開室日

★鉄道博物館遠足★

ビスコ
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★旬の果物★
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しみチョココーン

★果物★

バナナ

純米サラダ
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おしゃぶりこんぶ梅しそ

たのしいすいぞくかんゼリー

餅入り最中

きなこねじり

ソルティライチゼリー

★旬の果物★

みかん

サッポロポテトバーベＱあじミニ４

プチマドレーヌチョコチップ

リラックマソフトせん

黄の野菜ゼリー

ブルーベリーのタルト

サッポロポテトつぶつぶベジタブルミニ

宮崎日向夏ゼリー

信州牧場のドーナツ

おっとっと　うすしお味

たのしいすいぞくかんゼリー

★よっしーセレクトおやつ★

ムーンライトソフトクッキー

キャベツ太郎

ぷるるんスティックゼリー果汁20％

細切り芋

昔なつかしきなこ棒

ソルトライチゼリー

あずき最中

焼こあじ

シャーベットホワイト

黒蜜きなこクリームサンド

テキサスコーンお好み焼

マンゴーゼリー

スイートパンプキン

ガトーショコラ

堅あげポテトプッチ

ぷるるんスティックゼリー果汁20％

ヨーグルトマシュマロ

Jagabeeうすしお

シャーベットミックス

◆おやつについての補足◆



月 火 水 木 金

1日

メニュー 鉄道博物館遠足日

使用食材

ビスコ

小麦粉、砂糖、ショートニング、乳糖、加糖練乳、全粉乳、食塩、でん粉、乳酸菌、炭酸

Ca、膨脹剤、乳化剤、香料、調味料(アミノ酸)、V.B1、.B2、V.D<いちご>小麦粉、砂糖、

ショートニング、乳糖、加糖練乳、全粉乳、食塩、いちごパウダー、でん粉、乳酸菌、炭酸

Ca、膨脹剤、乳化剤、香料、調味料(アミノ酸)、酸味料、V.B1、V.B2、V.D

果汁グミ

ぶどう：水あめ、砂糖、濃縮ぶどう果汁、ゼラチン、植物油脂、でん粉、酸味料、ゲル化剤

(ペクチン:りんご由来)香料、光沢剤、温州みかん：水あめ、砂糖、濃縮うんしゅうみかん果

汁、ゼラチン、植物油脂、でん粉、酸味料、香料、ゲル化剤(ペクチン:りんご由来)光沢剤

4日 5日 6日 7日 8日

メニュー
★旬の果物★

みかん

使用食材

みかん

サッポロポテトバーベＱあじミニ４

小麦粉、植物油、じゃがいもでん粉（遺伝子組換えでない）、じゃがいも、乾燥じゃがいも、

上新粉、砂糖、食塩、鶏肉、オニオンパウダー、ソテーオニオン（豚肉を含む）、しょうゆ

（大豆を含む）、コーンスターチ、かぼちゃパウダー、チキンパウダー、りんごピューレ、カ

レーパウダー、たん白加水分解物、粉末しょうゆ、チキンエキスパウダー、ビーフパウダー、

酵母エキスパウダー、ガーリックパウダー、黒こしょうパウダー、こんぶエキスパウダー、調

味動物油脂、発酵酵母エキスパウダー、りんご果汁パウダー / 調味料（アミノ酸等）、炭酸カ

ルシウム、カラメル色素、香料、甘味料（甘草）、香辛料抽出物、酸味料

11日 12日 13日 14日 15日

メニュー
★旬の果物★

西洋梨

★果物★

バナナ
★駄菓子おやつDAY★ フルーツサンド

使用食材

西洋梨

しみチョココーン

植物油脂、砂糖、コーングリッツ、カカオマス、全粉乳、ココアパウダー、食

塩、小麦粉／乳化剤（大豆由来）、炭酸Ｃａ、香料

バナナ

純米サラダ

うるち米（国産、米国産）、植物油脂（大豆を含む）、食塩、調味料（アミノ酸）
お楽しみ！ 食パン・バナナ・いちご・みかん、生クリーム

18日 19日 20日 21日 22日

メニュー スイーツかぼちゃ

使用食材 かぼちゃ・バター・牛乳

25日 26日 27日 28日 29日

メニュー
★スタッフセレクトおやつ★

よっしー

使用食材

ムーンライトソフトクッキー

小麦粉、水あめ、植物油脂、砂糖、ショートニング、鶏卵、脱脂粉乳、加糖練乳、乾燥全卵、マーガ

リン、全粉乳、クッキー、食塩／ソルビトール、酒精、膨脹剤、香料、乳化剤（大豆由来）、カロテ

ン色素、調味料（アミノ酸）

キャベツ太郎

コーン（遺伝子組み換えでない）、植物油、ソース、砂糖、アオサ粉、香辛料、調味料（アミノ酸

等）、酸味料、カラメル色素、（原材料の一部に小麦、大豆、乳成分を含む）

ぷるるんスティックゼリー果汁20％

【ぶどう味】砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、ぶどう濃縮果汁 / ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、pH調整

剤、香料、酸化防止剤(ビタミンC)【りんご味・みかん味・もも味】砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、りん

ご濃縮果汁 / ゲル化剤(増粘多糖類)、酸味料、pH調整剤、香料、酸化防止剤(ビタミンC)

ハッピーターン・ミニ

米（うるち米（米国産、国産）もち米）植物油脂、砂糖、でん粉、たんぱく加水分解物（大豆

を含む）食塩、粉末油脂、加工でん粉、調味料（アミノ酸）植物レシチン（大豆由来）

プルーン

プルーン

ミニゼリー葡萄

水飴、砂糖、ぶどう果汁、ゲル化剤（増粘多糖類）酸味料、香料、着色料アントシアニン

11月のおやつ献立　使用食材

振替休日

おしゃぶりこんぶ

昆布、還元水あめ、ホタテエキス、酵母エキス、調味料（アミノ酸等）、ソルビトール、酸味

料、甘味料（甘草、ステビア）

新潟仕込み塩味

米（米国産、国産）、植物油脂、食塩（長崎県崎戸産28%、赤穂の天塩8%、沖縄県石垣島産

4%）、黒糖、加工でん粉、ソルビトール、調味料（アミノ酸等）、植物レシチン（大豆由来）

宮崎日向夏ゼリー

異性化液糖、日向夏果汁（宮崎県産100％）／ゲル化剤（加工でん粉、増粘多糖類、寒天）、酸

味料、香料

チョコチップクッキー

小麦粉、チョコレートチップ（乳成分を含む）、ショートニング、砂糖、オート

ミール、ホエイパウダー、ココアパウダー、黒みつ、食塩／膨脹剤、乳化剤（大

豆由来）、香料

おしゃぶりこんぶ梅しそ

昆布、梅肉（梅、醸造酢）、梅酢（梅、醸造酢）、食塩、赤しそ加工品、還元水

あめ、調味料（アミノ酸等）、ソルビトール、トレハロース、酸味料、着色料

（紅麹、赤キャベツ）、甘味料（甘草）

ソルティライチゼリー

異性化液糖、濃縮ライチ果汁、砂糖、食塩（沖縄県産100％）、ゲル化剤（増粘

多糖類）、酸味料、甘味料（ソルビトール）、香料、乳化剤

餅入り最中

生あん小豆、直鎖オリゴ糖、砂糖、還元水飴、餅粉、麦芽糖、寒天、ソルビット、乳化剤、酵素（大

豆由来）、保存料（ソルビン酸K）

きなこねじり

きな粉(大豆を含む：遺伝子組み換えでない)水飴、砂糖(三温糖)食用植物油脂

たのしいすいぞくかんゼリー

【ストロベリー】異性化液糖、乳製品乳酸菌飲料（殺菌）濃縮アップル果汁／ゲル化剤（加工デンプ

ン、増粘多糖類、寒天）酸味料、香料、着色料（アカダイコン、アカキャベツ）一部に乳成分・りん

ごを含む【グレープ】異性化液糖、乳製品乳酸菌飲料（殺菌）濃縮アップル果汁／ゲル化剤（加工デ

ンプン、増粘多糖類、寒天）酸味料、香料、着色料（アカキャベツ、クチナシ）一部に乳成分・りん

ごを含む【オレンジ】異性化液糖、乳製品乳酸菌飲料（殺菌）濃縮アップル果汁／ゲル化剤（加工デ

ンプン、増粘多糖類、寒天）酸味料、香料、着色料（紅花黄、カロチノイド、アカキャベツ）一部に

乳成分・りんごを含む【メロン】異性化液糖、乳製品乳酸菌飲料（殺菌）濃縮アップル果汁／ゲル化

剤（加工デンプン、増粘多糖類、寒天）酸味料、香料、着色料（紅花黄、クチナシ）一部に乳成分・

りんごを含む【パイン】異性化液糖、乳製品乳酸菌飲料（殺菌）濃縮アップル果汁／ゲル化剤（加工

デンプン、増粘多糖類、寒天）酸味料、香料、着色料（紅花黄）一部に乳成分・りんごを含む

黒蜜きなこクリームサンド

小麦粉、ショートニング、砂糖、ぶどう糖、植物油脂、黒糖蜜、粉あめ、乳糖、黒豆きなこ（大

豆を含む）乳等を主要原料とする食品、加糖脱脂練乳、バター、食塩、ココアパウダー／膨脹

剤、香料、乳化剤

テキサスコーンお好み焼

とうもろこし(遺伝子組み換えでない)植物油、粉末ソース、糖類（砂糖、ぶどう糖）食塩、オニ

オンパウダー、香味油、デキストリン、調味料加工でん粉、酸味料、カラメル色素、香辛料抽出

物、乳酸Ｃａ、甘味料（甘草）香料（原材料の一部に大豆、りんご、ゼラチンを含む）

マンゴーゼリー

砂糖、マンゴーピューレ、油脂加工食品、甘味料（ソルビトール）ゲル化剤（増粘多糖類）酸味

料、乳酸カルシウム、pH調整剤、酸化防止剤（V.C、酵素処理ルチン）香料、カゼインナトリウ

ム（乳由来）、安定剤（ペクチン）、着色料（カロチノイド）

あずき最中

生あん小豆、直鎖オリゴ糖、水飴、砂糖、餅粉、麦芽糖、寒天、ソルビット、保

存料（ソルビン酸Ｋ）

焼こあじ

しまあじ、砂糖、食塩、調味料（アミノ酸）、ソルビット

シャーベットホワイト

砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、脱脂粉乳、酸味料、安定剤（CMC)、保存料(安息香

酸Na、パラオキシ安息香酸）、香料

ヨーグルトマシュマロ

水あめ、砂糖、麦芽糖、ぶどう糖、ゼラチン、コーンスターチ（遺伝子組換えでない）、イソ

マルトオリゴ糖、殺菌乳酸菌飲料、はちみつ、発酵乳パウダー、レモンリキュール、大豆たん

ぱく（遺伝子組換えでない）、有胞子性乳酸菌／ソルビトール、ゲル化剤（ペクチン：りんご

由来）、酸味料、香料、紅花黄色素

Jagabeeうすしお

じゃがいも（遺伝子組換えでない）、 植物油 、食塩 、コンスターチ、こんぶエキスパウダー

/　調味料（アミノ酸等）、酸化防止剤（Ｖ．Ｃ）

シャーベットミックス

砂糖混合ぶどう糖果糖液糖、脱脂粉乳、酸味料、安定剤（CMC)、香料、保存料(安息香酸

Na、パラオキシ安息香酸）、着色料（黄4、黄5、青１、赤１０６）

プチマドレーヌチョコチップ

鶏卵、砂糖、小麦粉、準チョコレート(砂糖、植物油脂、ココアパウダー、カカオ

マス、全粉乳）、マーガリン、ショートニング、油脂加工食品（植物油脂、還元

水飴、その他）、水飴、脱脂粉乳/乳化剤、膨張剤、カゼインNa、増粘剤（キサン

タン）、エタノール、セルロース、香料、炭酸Na、酸化防止剤（ビタミンE)、カ

ロテン色素、（一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む）

リラックマソフトせん

うるち米（米国産、国産）、植物油脂、でん粉、食塩、香辛料（大豆を含む）、

たんぱく加水分解物（鶏を含む）、カツオエキスパウダー、加工でん粉、トレハ

ロース、調味料（アミノ酸等）、植物レシチン（大豆由来）

黄の野菜ゼリー

果糖ぶどう糖液糖、野菜・果実ミックスジュース(※参照)、砂糖、ゲル化剤(増粘

多糖類)、酸味料、香料、着色料(カロチノイド)、酸化防止剤(ビタミンC)
※にんじん、ピーマン、かぼちゃ、とうもろこし、たまねぎ、紫キャベツ、キャベツ、なす、

アスパラガス、セロリ、はくさい、だいこん、ケール、レタス、クレソン、ほうれん草、パセ

リ、ビート、あしたば、りんご、マンゴー、レモン、パッションフルーツ、バナナ、グァバ、

アセロラ、カムカム、パインアップル

細切り芋けんぴ

さつま芋（国内産）、砂糖、植物油脂、オリゴ糖

昔なつかしきなこ棒

きな粉〔大豆（遺伝子組換えでない）〕加工黒糖、麦芽水飴、還元水飴、ハチミツ、オリゴ

糖、塩、トレハロース

たのしいすいぞくかんゼリー

【ストロベリー】異性化液糖、乳製品乳酸菌飲料（殺菌）、濃縮アップル果汁／ゲル化剤（加

工デンプン、増粘多糖類、寒天）、酸味料、香料、着色料（アカダイコン、アカキャベツ）、

（一部に乳成分・りんごを含む）【グレープ】異性化液糖、乳製品乳酸菌飲料（殺菌）、濃縮

アップル果汁／ゲル化剤（加工デンプン、増粘多糖類、寒天）、酸味料、香料、着色料（アカ

キャベツ、クチナシ）、（一部に乳成分・りんごを含む）【オレンジ】異性化液糖、乳製品乳

酸菌飲料（殺菌）、濃縮アップル果汁／ゲル化剤（加工デンプン、増粘多糖類、寒天）、酸味

料、香料、着色料（紅花黄、カロチノイド、アカキャベツ）、（一部に乳成分・りんごを含

む）【メロン】異性化液糖、乳製品乳酸菌飲料（殺菌）、濃縮アップル果汁／ゲル化剤（加工

デンプン、増粘多糖類、寒天）、酸味料、香料、着色料（紅花黄、クチナシ）、（一部に乳成

分・りんごを含む）【パイン】異性化液糖、乳製品乳酸菌飲料（殺菌）、濃縮アップル果汁／

ゲル化剤（加工デンプン、増粘多糖類、寒天）、酸味料、香料、着色料（紅花黄）、（一部に

乳成分・りんごを含む）

ガトーショコラ

チョコレート（乳成分を含む）、小麦粉、水あめ、砂糖、ショートニング、植物油脂、鶏卵、ココア

パウダー、アプリコットペースト、準チョコレート、食塩／ソルビトール、酒精、乳化剤（大豆由

来）、膨脹剤、香料、酸味料

堅あげポテトプッチ

じゃがいも（遺伝子組換えでない）、植物油、食塩、コーンスターチ、こんぶエキスパウダー ／ 調味

料（アミノ酸等）、酸化防止剤（ビタミンＣ）

オレンジゼリー

砂糖、オレンジ濃縮果汁、甘味料(ソルビトール）、ゲル化剤(増粘多糖類）、酸味料、酸化防止剤

（V.C、酵素処理ルチン）、乳酸カルシウム、ｐH調整剤、香料、着色剤(カロチノイド）

信州牧場のドーナツ

小麦粉、糖類（砂糖、異性化液糖）食用油脂（植物油脂、加工油脂）鶏卵、牛乳、水飴、

マーガリン、大豆粉、コーンフラワー、蜂蜜、食塩、甘味料（ソルビット）膨張剤、乳化

剤、香料、酸化防止剤（V.E)着色料（カロチン）

おっとっと　うすしお味

乾燥じゃがいも、小麦粉、ショートニング、とうもろこしでん粉、ホエイパウダー、植物油

脂、砂糖、シーズニングパウダー（食塩、乳糖、チキンパウダー、オニオンエキスパウ

ダー、酵母エキスパウダー（大豆を含む）麦芽糖、香辛料）食塩、たんぱく加水分解物／加

工デンプン、調味料（アミノ酸等）貝Ｃａ、乳化剤、膨脹剤、香料、カロテン色素、酸化防

止剤（ビタミンＥ、ビタ

ミンＣ）

ソルトライチゼリー

異性化液糖、濃縮ライチ果汁、砂糖、食塩（沖縄県産100％）、ゲル化剤（増粘

多糖類）、酸味料、甘味

料（ソルビトール）、香料、乳化剤

ブルーベリーのタルト

小麦粉（国内製造）、ジャム（砂糖、水あめ、ブルーベリー）、ショートニング、砂糖、鶏卵、

乳等を主要原料とする食品、加糖練乳、プロセスチーズ、食塩／ソルビトール、酸味料、ゲル化

剤（増粘多糖類）、香料、膨張剤、乳化剤（大豆由来）

サッポロポテトつぶつぶベジタブルミニ

小麦粉、植物油、じゃがいも（遺伝子組換えでない）じゃがいもでん粉、乾燥じゃがいも、コー

ンスターチ、砂糖、ほうれんそう、食塩、上新粉、にんじん、ピーマン、かぼちゃパウダー、ト

マトペースト、オニオンパウダー、赤ピーマンペースト、レッドビートパウダー、たん白加水分

解物 / 調味料（アミノ酸等）トレハロース、ｐＨ調整剤、甘味料（甘草）

宮崎日向夏ゼリー

異性化液糖、日向夏果汁（宮崎県産100％）／ゲル化剤（加工でん粉、増粘多糖類、寒天）、酸

味料、香料


