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七分つき米　たまねぎ　人参　マー
ガリン　食塩　野菜ブイヨン

豚肉(もも)　たまねぎ　人参　じゃが
いも　キャベツ　食塩　野菜ブイヨ
ン

16 せんべい

五目鶏飯

五目鶏飯
七分つき米　鶏むね肉　人参　ごぼ
う　油揚げ　干ししいたけ　油　き
び砂糖　食塩　酒　しょうゆ

きぬかつぎ 牛乳

煮干し 牛乳 にぼし 牛乳

鬼うち豆のりんか
け

マカロニ黄粉 マカロニ　きな粉　きび砂糖　食塩
おにぎり
（ゆかり）

七分つき米　カルシウムふりかけ
ゆかり　食塩

せんべい

板ずりきゅうり
大根のしょう
ゆ漬け

だいこん　食塩　しょうゆ　酢　き
び砂糖　こんぶ

きゅうり　食塩

豚ひき肉 人参 たまねぎ ねぎ しょう
が にんにく にら 木綿豆腐 干ししい
たけ 油 しょうゆ みそ きび砂糖 食塩
鳥がらだし 片栗粉 ごま油

すき焼風煮
はくさい　たまねぎ　豚肉(もも)　き
び砂糖　本みりん　しょうゆ　焼き
豆腐　しらたき　人参

（協力保育）

中華スープ
豚肉(もも) たまねぎ 人参 ゆでたけの
こ はるさめ 食塩 しょうゆ 野菜ブイ
ヨン こまつな

みそ汁　麦茶
じゃがいも　たまねぎ　生わかめ
みそ　煮干だし汁 お弁当

ごはん　果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米

29 30 3126 せんべい 27 ボーロ 28

スティック野菜
牛乳

チーズ　牛乳 チーズ 牛乳 麦茶

じゃがいも　食塩
りんごの
カップケーキ

お菓子
小麦粉　ベーキングパウダー　バ
ター　きび砂糖　牛乳　りんご　生
クリーム

牛乳 牛乳 人参　きゅうり　みそ　マヨネーズ 浅漬け　牛乳 キャベツ　きゅうり　食塩　人参

ジンジャー
クッキー

小麦粉　きび砂糖　しょうが　牛乳　油 ココアサンド
食パン マーガリン きび砂糖 純ココ
ア 焼きおにぎり

七分つき米　しょうゆ　本みりん
かつお節　こんぶ

かぶ　食塩　きび砂糖　酢
マカロニサラダ
麦茶

マカロニ 人参 レタス きゅうり キャ
ベツ マヨネーズ 食塩 酢 油 みかん　麦茶

韓国風スタミ
ナ炒め

ハンバーグ

豚ひき肉　たまねぎ　食塩　ながい
も　こしょう　れんこん　油　ケ
チャップ　スライスチーズ　焼きの
り

けんちん汁
鶏むね肉　木綿豆腐　人参　だいこ
ん　食塩　しょうゆ　だし節　油揚
げ

りんご　麦茶
ポテトサラダ
みかん　麦茶

じゃがいも　きゅうり　食塩　人参
マヨネーズ　食塩　油　酢　コーン
缶

果物　麦茶

厚揚げと豚肉
のみそ炒め

生揚げ　豚肉(ばら)　ねぎ　人参　も
やし　食塩　酒　本みりん　しょう
ゆ　きび砂糖　みそ　油

大豆ナゲット
だいず　にんにく　たまねぎ　パン
粉　小麦粉　食塩　油　ケチャップ

豆腐のサラダ
鶏ささ身　人参　きゅうり　木綿豆
腐　いりごま　油　酢　しょうゆ
ごま油

みそ汁 かぼちゃ　わかめ　みそ　にぼし
ミネストロー
ネスープ

鶏ひき肉　たまねぎ　じゃがいも
キャベツ　マカロニ　ケチャップ
食塩　野菜ブイヨン

肉うどん

長崎うどん

ゆず大根　牛乳

ごはん 七分つき米 バターピラフ

みそ汁　麦茶
はくさい　油揚げ　みそ　煮干だし
汁

ワンタンスー
プ

豚ひき肉 たまねぎ 人参 もやし ねぎ
ワンタンの皮 食塩 しょうゆ 野菜ブ
イヨン

すまし汁
たまねぎ　えのきたけ　ねぎ　生わ
かめ　焼ふ　しょうゆ　かつお節
こんぶ

ごはん　果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米 焼きそば
焼きそばめん　豚肉　人参　もやし
キャベツ　食塩　中濃ソース　焼き
そばソース

22 ビスケット 23 せんべい 24 せんべい19 せんべい 20 クラッカー 21 せんべい

牛乳 にぼし　だいず　きび砂糖 麦茶煮干し 牛乳 にぼし 牛乳
だいこん　ゆず　食塩　酢　きび砂
糖　こんぶ

食パン　ピザ用チーズ　ケチャップ
豚ひき肉　ピーマン

さといも　食塩 お菓子
小麦粉　きなこ　ベーキングパウ
ダー　きび砂糖　油　牛乳

ピザパン 焼きいも さつまいも紅はるか
れんこん　ごぼう　人参　にぼし
しょうゆ　食塩　小麦粉　油

大根のしょう
ゆ漬け

千切りキャベツ
果物　麦茶

キャベツ 果物　麦茶

たらフライ
たら　こしょう　小麦粉　パン粉
油　中濃ソース

野菜スープ

豚ひき肉 人参 たまねぎ ねぎ しょう
が にんにく にら 木綿豆腐 干ししい
たけ 油 しょうゆ みそ きび砂糖 食塩
鳥がらだし 片栗粉 ごま油

キャベツとも
やしの三杯酢

きゅうり　キャベツ　人参　もやし
コーン缶　しょうゆ　きび砂糖　酢

きゅうりの
しょうゆ漬け

きゅうり　食塩　しょうゆ　きび砂
糖

果物　麦茶

鶏の唐揚げ
鶏もも肉　しょうが　しょうゆ　片
栗粉　油

高野豆腐の卵
とじ

鶏糸切り肉　たまねぎ　人参　いん
げん　凍り豆腐　きび砂糖　しょう
ゆ　油　卵

きゅうり　食塩板ずりきゅうり

豚肉(もも) たまねぎ 人参 ゆでたけの
こ はるさめ 食塩 しょうゆ 野菜ブイ
ヨン こまつな

かぼちゃのポ
タージュ

かぼちゃ　たまねぎ　じゃがいも
牛乳　野菜ブイヨン　マーガリン
食塩

スパゲッティ
ミートソース

スパゲティー　豚ひき肉　たまねぎ
人参　ピーマン　干ししいたけ　油
ケチャップ　中濃ソース　食塩　ト
マト

七分つき米 わかめごはん 七分つき米　炊き込みわかめ

豚汁　麦茶
豚肉(もも)　人参　ごぼう　じゃがい
も　こんにゃく　木綿豆腐　だし節
みそ　こまつな　油揚げ

豚肉(もも) たまねぎ 人参 ゆでたけの
こ はるさめ 食塩 しょうゆ 野菜ブイ
ヨン こまつな

ゆでうどん　豚肉(もも)　たまねぎ
人参　油揚げ　油　きび砂糖　食塩
しょうゆ　だし節　こまつな

ごはん　果物

中華スープ 麦茶 中華スープ

胚芽クッキー 17 せんべい

ごはん　果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米

牛乳 麦茶

12 せんべい 13 ボーロ 14 おはぎ(0～2)・おもち(３～５） 15

じゃがいも　片栗粉　あおのり　油　食塩
関西風きつね
うどん

お菓子

ごぼう　きび砂糖　しょうゆ　酢 人参　きゅうり　みそ　マヨネーズ 浅漬け　牛乳 キャベツ　きゅうり　人参　食塩 チーズ　牛乳 チーズ

小麦粉　ベーキングパウダー　きび
砂糖　油　調製豆乳　蒸し大豆

ココアサンド
食パン マーガリン きび砂糖 純ココ
ア

焼きおにぎり
七分つき米　しょうゆ　本みりん
かつお節　こんぶ

じゃがもち
（のり塩）

果物　麦茶

豚肉(ばら)　豚肉(もも)　たまねぎ
だいこん　人参　にら　ねぎ　しょ
うゆ　きび砂糖　酒　にんにく　油
ごま油

ぶり大根
ぶり　だいこん　しょうが　きび砂
糖　しょうゆ　清酒・上撰　本みり
ん

けんちん汁
鶏むね肉　木綿豆腐　人参　だいこ
ん　食塩　しょうゆ　だし節　油揚
げ

かぶの甘酢漬
け

かぶ　食塩　きび砂糖　酢
マカロニサラダ
麦茶

マカロニ 人参 レタス きゅうり キャ
ベツ マヨネーズ 食塩 酢 油 果物　麦茶

豚肉とじゃが
芋の甘辛炒め

豚肉(もも)　豚肉(ばら)　じゃがいも
人参　酒　しょうゆ　きび砂糖　油 大豆ナゲット

だいず　にんにく　たまねぎ　パン
粉　小麦粉　食塩　油　ケチャップ 大学かぼちゃ

かぼちゃ　油　きび砂糖　しょうゆ
黒ごま

豚ひき肉 たまねぎ 人参 もやし ねぎ
ワンタンの皮 食塩 しょうゆ 野菜ブ
イヨン

具だくさん汁

果物　麦茶
板ずりきゅう
り

きゅうり　食塩

鶏もも肉 人参 油揚げ 干ししいたけ
だいず はくさい こんにゃく みそ だ
し節 こまつな 油

呉汁　麦茶

せんべい

ごはん　果物 七分つき米

せんべい 8 ビスケット 9 せんべい

七分つき米　鶏むね肉　人参　ごぼ
う　油揚げ　干ししいたけ　油　き
び砂糖　食塩　酒　しょうゆ

ごはん　果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米 ごはん 七分つき米

10

牛乳 にぼし　だいず　きび砂糖 麦茶

5 せんべい 6 クラッカー 7

きぬかつぎ 牛乳
れんこん　ごぼう　人参　にぼし
しょうゆ　食塩　小麦粉　油

さといも　食塩 お菓子

果物　麦茶
千切りキャベツ
果物　麦茶

キャベツ 果物　麦茶

だいこん　鶏もも肉　生揚げ　ちく
わ　こんぶ　きび砂糖　しょうゆ
本みりん　食塩

おでん たらフライ
たら　こしょう　小麦粉　パン粉
油　中濃ソース 野菜スープ

豚肉(もも)　たまねぎ　人参　じゃが
いも　キャベツ　食塩　野菜ブイヨ
ン

しめじごはん
七分つき米　しめじ　油揚げ　酒
食塩　しょうゆ　本みりん わかめごはん 七分つき米　炊き込みわかめ

3 せんべい

スパゲティー　豚ひき肉　たまねぎ
人参　ピーマン　干ししいたけ　油
ケチャップ　中濃ソース　食塩　ト
マト

スパゲッティ
ミートソース

土曜日

1 胚芽クッキー 2

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

鬼うち豆のりんか
け

ゆでうどん　豚肉(ばら)　はくさい
たまねぎ　人参　干ししいたけ　チ
ンゲンサイ　あさり水煮缶　鳥がら
だし　食塩　しょうゆ　油　片栗粉
ごま油

スティック野菜
牛乳

ゆでうどん　油揚げ　万能ねぎ　こ
んぶ　かつお節　酒　しょうゆ　食
塩　きび砂糖

せんべい

みそ汁
はくさい　人参　生わかめ　みそ
煮干

人参のポター
ジュ

人参　たまねぎ　じゃがいも　牛乳
野菜ブイヨン　マーガリン　食塩

れんこんチップ

れんこんチップ

かぶの甘酢漬け

おやつ昆布 牛乳

豆乳蒸しパン

きなこ蒸しパン

ふかしじゃが芋

豚肉(ばら)　豚肉(もも)　たまねぎ
だいこん　人参　にら　ねぎ　しょ
うゆ　きび砂糖　酒　にんにく　油
ごま油

麻婆豆腐 麦茶

すまし汁 麦茶 ワンタンスープ

麻婆豆腐 麦茶

酢ごぼう 牛乳

だいこん　食塩　しょうゆ　酢　き
び砂糖　こんぶ

鶏むね肉　だいこん　人参　たまね
ぎ　こまつな　さつまいも　だし節
みそ

韓国風スタミ
ナ炒め

たまねぎ　えのきたけ　生わかめ
こんぶ　かつお節　食塩　しょうゆ

※献立は、材料の関係などで変更する場合があります。 ※午前中のおやつは、栄養価の関係から、ふたば、つくし、たんぽぽに出しています。

12月14日 おもちつき
ほし･つき･たいようの子どもたちは

きなこ餅、磯辺餅を食べます。

ふたば･つくし･たんぽぽの

子どもたちはおはぎを食べます。

給食だより

22日の冬至は一年で一番日が短い日です。寒さの厳しくなる
この時期に，ビタミン豊富なかぼちゃを食べて風邪を予防し，
元気に過ごせるようにという願いが込められています。
ゆずには血行をよくさせる働きがあり，お風呂に入れると体を
芯から温めます。風邪に負けずに楽しく冬を過ごしましょう！


