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12月予定献立表

安謝こども園

昼 食 3時のおやっ 材 料
熱や力になるもの 血や肉になるもの 体の調子を整えるもの

カレ ーうどん 酢の物 麦茶 うどん小麦粉カレー粉鮭イカ 豚肉 小松菜玉葱きゅうり人参
フル ーツミルク 鮭おにぎり 米塩醤油砂糖ごま油 豆腐 大根パプリカ焼きのりりんご
あわご飯 肉だんご入りおでん 白菜のりんご和え 麦茶 米あわ痣ホットケーキミックス 豚肉ちくわ豆腐卵白菜大根葉大根
みそ汁 フル ーツ ミJレク ヨ ーグルトマフィン 砂糖ジャムバタ ー ヨーグルト ミJレク 人参長ネギ昆布小松菜みかん
あわご飯 鯖のみそ煮 人参シリシリ ー 麦茶 米あわみそ醤油酢 鯖油揚げ卵ベーコン 人参玉葱ネギ
消し汁 フル ーツ ミルク タンナファクル 小麦粉 黒糖菜種油 ミルク 白菜りんご
もずく丼 お浸し 麦茶 米 砂糖白宝粉菜種油豚ひき肉 ミ］レク もずく ピーマン パプリカ
みそ汁 フル ーツ ミJレク さつま芋揚げ団子 かたくり粉 さつま芋 油揚げ 小松菜 人参ネギみかん
ご飯 冬野菜と鶏のクリ ームシチュー ミJレク パン小麦粉米 鶏肉生クリーム カリフラワ ー人参宝葱
フル ーツ 調理パン ＝温糖みそバター ミJレク しいたけプロッコリ ー バナナ

タコライス フル ーツヨーグルト 麦茶 米ケチャップソース塩 合挽肉チーズ卵 チンゲンレタストマト人参
かき玉汁 ミIレク 焼き芋 さつま芋オリ ープ油 ヨ ーグルトミルク キャベッ玉葱しめじ バナナ
パン ツナグラタン ご ぼうサラダ 麦茶 ロールパンじゃが芋みそ ツナハム チーズ 小松菜人参王葱きゅうり
野菜スープ フル ーツ麦茶 みそにぎり 砂糖醤油バタ ー 米 豚肉鶏ガラミルク ごぼう焼きのり りんご

あわご飯 おからハンバーグ レバニラ炒め 麦茶 米あわパンいちごジャム おからレバー 豚肉ブロッコリー にら人参もやし
みそ汁 フル ーツミルク ジャムサンド じゃが芋みそごま油 卵 ミIレク 南瓜わかめ パプリカ柿
あわご飯 アーサ入り卵豆腐切干大根の煮付け 麦茶 米あわ コ ーンフレーク 豚肉卵チキアギ アーサ人参さやいんげん
豚肉ともやしのみそ汁 フル ーツミルク コー ンフレ ーク みそ醤油菜種油 豆腐ミルク 切干大根昆布こんにゃくみかん
キーマカレ ー 麦茶 米カレールウじゃが芋 合挽肉 卵 人参玉葱トマトキャベッ
フル ーツ ミルク お好み焼き お好み焼き粉 莱種油 豚肉 にんにくりんごみかん

生活発表会（おみやげあります）

茸スパゲティ レバーサラダ 麦茶 スパゲティ白宝粉押し麦 豚肉レバー しいたけしめじマッシュルーム
フル ーツ ミルク 廿菓子 米マヨネーズオリ ープ油 絹ごし豆腐 金時豆 茄子人参きゅうりみかん

あわご飯 ころころ酢鶏 チーズ春巻き 麦茶 ビス ケット 米あわ春巻きの皮酢 鶏肉チーズ卵 ピーマンたけのこセロリー 人参
スープフル ーツ ミルク オレンジゼリ ー ビスケットかたくりごま油 鶏ガラ 水菜エリンギアガー りんご

納豆ご飯 千草焼き ひじき炒め煮 麦茶 米あわ パン みそ 豆腐卵油揚げ チンゲンブロッ＝リー もやし．
みそ汁 フル ーツ 調理パン 砂糖醤油ごま菜種油 納豆 ミルク豚肉 ひじきしいたけにらバナナ

誕生会メニュー

麦茶 米小麦粉パン粉塩 カステラかまぼこ卵 ほうれん草大根しいたけ
バー スデーケーキ 醤油ケーキマヨネーズ 白身魚 豚肉豚中身 たけのこ 禾禾1 みかん

弁当会（芋ほり遠足）
麦茶 さつま芋 ミIレク
大学芋 砂糖 醤油 菜種油

うどん ミIレク うどん 醤油 塩 砂糖 油揚げ 鶏肉 わかめ ネギ
フル ーツ 調理パン ノ℃ン ミJレク バナナ
冬至ジューシー 南瓜の天ぷら 山海和え 友茶 米 田芋 粉黒糖 湯し豆腐豚肉卵 南瓜白菜カブぎゆうり
湯し豆腐 フル ーツ ミ］レク 黒糖アガラサー 強力粉 菜種油 ミJレク 昆布しいたけりんご

あわご飯 豚肉の生姜焼き ウカライリチー 麦茶 米あわじゃが芋巻き菱 豚肉おからツナ 人参もやし にら玉葱
みそ汁 フル ーツ ミIレク ベイクドポテト 塩醤油みそ ミlレク ひじき南瓜生姜柿
あわご飯 魚のピカタ チンゲンの中華炒め 麦茶 米あわ小麦粉春雨白身魚卵チーズ チンゲン人参玉葱きゅうり
中華スープ フル ーツミルク クリームラスク 食パンアーモンドごま油 鶏ガラ豆腐ミルク 白菜長ネギパセl)パイン

あわご飯 カレイ唐揚げ きんびらごぼう 麦茶 米あわ小麦粉：：｀ま カレイ油揚げ卵 ブロッコリーごぼう白菜
みそ汁 フル ーツ ミJレク バナナケ ーキ ＝温糖醤油菜種油 ミIレク 人参パプリカネギりんご

クリスマスお楽しみメニュー

麦茶 食パン じゃが芋マカロニ 鶏肉卵ハムチーズ ブロッコリー 人参玉葱トマト
クリスマスケ ーキ ケーキアラザンバター ミルクマヨネーズ ノやセリ みかん

すき焼き丼 ミIレク 米 醤油みそ 牛肉豆腐 白菜長ネギ人参
フル ーツ 調理パン 菜種油パン ミJレク しらたき バナナ
沖縄風年越しそば 小松菜の白和え 麦茶 沖縄そば塩醤油 豚肉かまぼこ豆腐大根ネギ小松莱人参

フル ーツ ミルク ジュー シーおにぎり 米砂糖 ドレッシング 豚骨かつおぶし えのき茸ひじきにらみかん
栄養士岸本弘子作成

うれしい効能 たっぷりの冬野菜

冬野菜といえばダイコン ・ハクサイ ・ ネギ

・ホウレンソウ・シュンギクなど、どの野菜

にも体に必要な栄養素がいつばいです。

体をあたためたり、風邪の予防や症状を

和らげるなど、うれしい作用がたくさん

あります。冬の野菜をたっぷり食べましょう。

●ハクサイ…淡泊でほかの材料との調和がよく、鍋にはなくてはならない野菜

●ホウレンソウ…鉄分が豊宮

●ダイユン…冬に廿味を増し、消化酵素で胃腸の働きを整える


