
ごはん ごはん マーボー丼 ごはん ごはん 干しえびの炊き込みご飯 ごはん 和風スパゲティー ごはん ごはん ふりかけごはん パン ビーフカレー
豚肉の生姜焼き 鮭のムニエル 大根サラダ ポークチャップ 鯖の塩焼き おでん 鶏肉の照り焼き 人参と玉ねぎのコンソメスープ 白身魚の和風あんかけ ポークソテー レバニラ クリームシチュー チーズオムレツ
かぼちゃの煮物 きのこのソテー ちくわきゅうり ほうれん草ときのこのソテー 白菜と人参のごま和え 根菜のきんぴら パプリカとしめじのソテー 里芋の煮物 ブロッコリーソテー 春雨サラダ クリスマスチキン ごぼうサラダ

ほうれん草のごま和え 和風サラダ わかめとコーンのスープ 大豆サラダ こいものフライ こまつなの納豆和え みかん入りサラダ キャベツの昆布和え かぼちゃサラダ みかん マカロニサラダ トマト
えのきと油揚げのみそ汁 クラムチャウダー キャベツとコーンのスープ けんちん汁 じゃがいもと白菜のみそ汁 厚揚げと小松菜のみそ汁 ミネストローネ 海藻スープ ミニトマト

精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 マカロニ・スパゲティ 精白米 精白米 精白米 強力粉 精白米
栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 干しえび 栄養強化米 ベーコン 栄養強化米 栄養強化米 ふりかけ 薄力粉 栄養強化米
ぶたロース べにざけ ぶたひき肉 ぶたロース さば1 にんじん 若鶏もも ほうれんそう まがれい ぶたロース 栄養強化米 砂糖 牛もも
しょうが 食塩 ごま油 食塩 食塩 めんつゆ 濃口しょうゆ ぶなしめじ 食塩 食塩 鶏肝臓 食塩 調合油
たまねぎ こしょう 清酒 薄力粉 はくさい 糸みつば 薄口しょうゆ たまねぎ たまねぎ こしょう にんにく 有塩マーガリン 清酒
濃口しょうゆ 薄力粉 木綿豆腐 たまねぎ にんじん いりごま みりん風調味料 調合油 にんじん 調合油 おろししょうが 脱脂粉乳 じゃがいも
みりん風調味料 有塩マーガリン にんじん トマトケチャップ 濃口しょうゆ じゃがいも 砂糖 めんつゆ 青ねぎ 薄力粉 清酒 ドライイースト たまねぎ
砂糖 パセリ たまねぎ ウスターソース 砂糖 生揚げ 黄ピーマン 食塩 かつお・昆布だし たまねぎ 濃口しょうゆ 若鶏もも にんじん
清酒 エリンギ 生しいたけ 濃口しょうゆ いりごま 鶏卵 赤ピーマン こしょう 砂糖 清酒 片栗粉 調合油 グリンピース
キャベツ ぶなしめじ 青ねぎ 清酒 さといも 鶏もも ぶなしめじ にんじん 薄口しょうゆ しょうが ごま油 清酒 カレールウ
くりかぼちゃ ベーコン テンメンジャン 水 薄力粉 こんにゃく ベーコン たまねぎ みりん風調味料 にんにく にら じゃがいも 福神漬
かつお・昆布だし 有塩マーガリン 濃口しょうゆ ほうれんそう 調合油 だいこん ブイヨン 黄ピーマン 食塩 砂糖 りょくとうもやし たまねぎ 鶏卵
濃口しょうゆ ブイヨン 片栗粉 ぶなしめじ 食塩 焼き竹輪 食塩 ブイヨン 片栗粉 濃口しょうゆ キャベツ にんじん ダイスカットチーズ
砂糖 食塩 中華だし ベーコン 木綿豆腐 かつお・昆布だし 黒こしょう 薄口しょうゆ さといも みりん風調味料 赤ピーマン ほうれんそう ほうれんそう
ほうれん草 こしょう だいこん 有塩マーガリン だいこん 濃口しょうゆ オリーブ油 食塩 かつお・昆布だし 水 オイスターソース クリームシチュールウ ツナフレーク
にんじん きゅうり みずな ブイヨン にんじん 砂糖 キャベツ こしょう 砂糖 ブロッコリー 砂糖 普通牛乳 たまねぎ
砂糖 黄ピーマン ツナフレーク 食塩 ごぼう みりん風調味料 きゅうり 薄口しょうゆ ぶなしめじ みりん風調味料 若鶏もも 食塩
濃口しょうゆ しらす干し かつお節 こしょう こんにゃく 清酒 みかん缶詰 みりん風調味料 ブイヨン 薄口しょうゆ 竜田揚げの素 こしょう
いりごま かつお節 薄口しょうゆ 大豆水煮 青ねぎ 薄口しょうゆ マヨネーズ 清酒 食塩 はるさめ マカロニサラダ トマトケチャップ
えのきたけ 穀物酢 砂糖 コーン たまねぎ ごぼう 食塩 キャベツ こしょう きゅうり きゅうり ウスターソース
油揚げ 砂糖 穀物酢 きゅうり かつお・昆布だし れんこん こしょう きゅうり くりかぼちゃ にんじん にんじん ごぼう
たまねぎ 薄口しょうゆ ごま油 ダイスカットチーズ 薄口しょうゆ にんじん じゃがいも 塩昆布 きゅうり プレスハム マヨネーズ トウミョウ
キャベツ あさり水煮缶詰 焼き竹輪 マヨネーズ 食塩 本醸造酒 はくさい 濃口しょうゆ プレスハム いりごま 食塩 コーン
にんじん ベーコン きゅうり ごまドレッシング みりん風調味料 みりん風調味料 たまねぎ 生揚げ マヨネーズ 穀物酢 こしょう ツナフレーク
かつお・昆布だし たまねぎ たまねぎ 食塩 砂糖 かつお・昆布だし こまつな 食塩 濃口しょうゆ ミニトマト いりごま
淡色辛みそ じゃがいも コーン こしょう 濃口しょうゆ 淡色辛みそ えのきたけ こしょう 砂糖 ごまドレッシング

にんじん 乾わかめ キャベツ 薄口しょうゆ たまねぎ キャベツ ごま油 マヨネーズ
有塩マーガリン 中華だし コーン ごま油 かつお・昆布だし たまねぎ みかん缶詰 トマト
クリームシチュールウ 薄口しょうゆ たまねぎ いりごま 淡色辛みそ にんじん 海藻ミックス
水 食塩 ブイヨン こまつな ベーコン 絹ごし豆腐
普通牛乳 こしょう 薄口しょうゆ 納豆 ホールトマト かにかまぼこ

食塩 たくあん漬 ブイヨン 中華だし
こしょう いりごま 薄口しょうゆ 薄口しょうゆ

牛乳 牛乳 フルーツヨーグルト 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ミルージュ 牛乳 牛乳 ヨーグルト（いちご） 牛乳 牛乳
ぶどうゼリー オレンジ お好み焼き パウンドケーキ ピザトースト りんご りんご スイートポテト きなこ蒸しパン ジンジャークッキー バナナ

普通牛乳 普通牛乳 プレーンヨーグルト 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 ミルージュ 普通牛乳 普通牛乳 ヨーグルト　いちご味 普通牛乳 普通牛乳
ぶどうゼリーの素 オレンジ フルーツミックス缶 薄力粉 薄力粉 食パン りんご りんご さつまいも ホットケーキミックス 薄力粉 バナナ
水 砂糖 水 ベーキングパウダー ベーコン 普通牛乳 鶏卵 有塩マーガリン

鶏卵 有塩マーガリン 青ピーマン 砂糖 有塩マーガリン 砂糖
キャベツ 砂糖 たまねぎ 鶏卵 普通牛乳 卵黄
ぶたばら 鶏卵 トマトケチャップ 砂糖 しょうが
お好み焼きソース 食塩 きな粉 シナモン
マヨネーズ こしょう
のりパウダー ナチュラルチーズ(ピザ用)

焼きそば 他人丼 ごはん カレーピラフ ごはん ごはん チキンライス ごはん ごはん 年越しうどん
わかめと玉ねぎのスープ 五目豆 豚肉の柳川風 メンチカツ さわらの幽庵焼き 鶏肉の唐揚げ ポトフ 白身魚の香草パン粉焼き 焼売 ごぼうとにんじんのかき揚げ

ほうれん草とわかめのポン酢和え 焼き厚揚げ ポテトサラダ 小松菜のなめたけ和え 切り干し大根と青菜のごま和え ブロッコリーサラダ もやしの中華和え ひじきと大豆の煮物
はんぺんのすまし汁 中華きゅうり お誕生日ケーキ 野菜のフライ パイナップル ナポリタン もも 白菜の浅漬け

さつまいもと玉ねぎのみそ汁 ほうれん草のコンソメスープ 豆腐と玉ねぎのみそ汁 白菜の野菜スープ レタススープ キャベツとトマトの春雨スープ
中華めん 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 精白米 ゆでうどん
ぶたばら 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 栄養強化米 ぶたもも
キャベツ ぶたもも ぶたもも 鶏もも さわら 若鶏もも 鶏もも メルルーサ 鶏ひき肉 清酒
りょくとうもやし 清酒 清酒 たまねぎ 清酒 からあげ粉 たまねぎ 食塩 木綿豆腐 にんじん
青ピーマン 鶏卵 たまねぎ ミックスベジタブル 砂糖 調合油 にんじん こしょう はんぺん だいこん
調合油 たまねぎ 鶏卵 カレー粉 みりん風調味料 切干しだいこん スイートコーン パン粉 たまねぎ ほうれんそう
焼きそばソース グリンピース ごぼう ブイヨン ゆず かつお節 トマトケチャップ バジル 片栗粉 油揚げ
食塩 かつお・昆布だし にんじん 食塩 濃口しょうゆ チンゲンサイ ブイヨン 調合油 ごま油 青ねぎ
こしょう 濃口しょうゆ グリンピース こしょう 清酒 にんじん 食塩 トマトケチャップ 砂糖 かつお・昆布だし
乾わかめ 砂糖 かつお・昆布だし ぶたひき肉 こまつな 砂糖 こしょう ウスターソース おろししょうが 薄口しょうゆ
たまねぎ みりん風調味料 濃口しょうゆ 牛ひき肉 えのきたけ味付け瓶詰 濃口しょうゆ じゃがいも ブロッコリー しゅうまいの皮 みりん風調味料
絹ごし豆腐 大豆水煮 砂糖 キャベツ くりかぼちゃ いりごま キャベツ ツナフレーク ぽん酢しょうゆ ごぼう
中華だし にんじん 生揚げ たまねぎ 薄力粉 パインアップル缶詰 たまねぎ コーン りょくとうもやし にんじん
薄口しょうゆ こんにゃく ぽん酢しょうゆ 木綿豆腐 鶏卵 はくさい にんじん ダイスカットチーズ きゅうり たまねぎ
食塩 ごぼう 青ねぎ 普通牛乳 生パン粉 にんじん ウインナーソーセージ マヨネーズ にんじん 天ぷら粉
こしょう まこんぶ きゅうり パン粉 調合油 たまねぎ オリーブ油 食塩 砂糖 水

砂糖 薄口しょうゆ 食塩 絹ごし豆腐 水 ブイヨン こしょう 濃口しょうゆ 調合油
みりん風調味料 穀物酢 こしょう たまねぎ ブイヨン 薄口しょうゆ マカロニ・スパゲティ みりん風調味料 乾ひじき
濃口しょうゆ 砂糖 薄力粉 青ねぎ 薄口しょうゆ 食塩 ベーコン ごま油 大豆水煮
かつお・昆布だし いりごま 鶏卵 かつお・昆布だし 食塩 こしょう たまねぎ いりごま にんじん
ほうれんそう さつまいも パン粉 淡色辛みそ こしょう 青ピーマン 黄桃缶 油揚げ
カットわかめ たまねぎ 調合油 調合油 キャベツ かつお・昆布だし
にんじん 青ねぎ トマトケチャップ トマトケチャップ トマト 濃口しょうゆ
はくさい かつお・昆布だし ウスターソース 食塩 ベーコン 砂糖
ぽん酢しょうゆ 淡色辛みそ じゃがいも こしょう はるさめ みりん風調味料
はんぺん きゅうり レタス 中華だし はくさい
かいわれ プレスハム じゃがいも 薄口しょうゆ にんじん
えのきたけ マヨネーズ にんじん 食塩 浅漬けの素
たまねぎ 食塩 たまねぎ こしょう
かつお・昆布だし こしょう ブイヨン
薄口しょうゆ お誕生日ケーキ 薄口しょうゆ
みりん風調味料 ほうれんそう 食塩
食塩 にんじん こしょう

ミルージュ 牛乳 牛乳 牛乳 フルーチェ 牛乳 ヨーグルト（いちご） プリン 牛乳 ヨーグルト
バナナ かぼちゃドーナツ スティックラスク フルーツ白玉 ココアケーキ バナナ

ミルージュ 普通牛乳 普通牛乳 普通牛乳 フルーチェ 普通牛乳 ヨーグルト　いちご味 プリンの素 普通牛乳 ヨーグルト
バナナ 薄力粉 食パン 白玉粉 普通牛乳 薄力粉 普通牛乳 バナナ

ベーキングパウダー 有塩マーガリン みかん缶詰 鶏卵 ホイップクリーム
くりかぼちゃ 砂糖 フルーツミックス缶 有塩マーガリン
豆乳 こしあん 砂糖
砂糖 ベーキングパウダー
調合油

★都合により献立が変更になることがあります

2022年  12月  献立表 みつばこども園

01(木) 02(金) 03(土) 05(月) 10(土) 12(月)

28(水)27(火)26(月)24(土)

13(火) 14(水) 15(木) 16(金)

献立名 　
　
発
　
表
　
会

06(火) 07(水) 08(木) 09(金)

食品名

おやつ

食品名

17(土) 19(月)

献立名

食品名

おやつ

食品名

23(金)22(木)21(水)20(火)

エネルギー

(kcal)

たんぱく質

(g)

脂　肪

(g)

カルシウム

(mg)

鉄

(mg)

ビタミンＡ

(μg)

ビタミンＢ1

(mg)

ビタミンＢ2

(mg)

ビタミンＣ

(mg)

食物繊維

(g)

食塩相当量

(g)

502 19.1 16.9 213 3.0 274 0.51 0.36 26 5.7 2.1

今月の栄養給与量　★以上児★

エネルギー

(kcal)

たんぱく質

(g)

脂　肪

(g)

カルシウム

(mg)

鉄

(mg)

ビタミンＡ

(μg)

ビタミンＢ1

(mg)

ビタミンＢ2

(mg)

ビタミンＣ

(mg)

食物繊維

(g)

食塩相当量

(g)

406 15.4 13.7 177 2.6 220 0.41 0.29 21 4.6 1.7

今月の栄養給与量　★未満児★

今月はおすすめ絵本に出てくるお野菜が

たくさん出てきます。

冬野菜は体を温める効果があります。

どうしてにんじんはあかくなったのかな・・

どろだらけの

お野菜たちは

みんなでお風呂に

むかったよ・・

12月の給食のテーマは

”冬のあったかメニューとえほん”

だいこんとにんじんとごぼう

詳しくはインスタをみてね！


