
2020年１２月

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 調味料

バターロール

1

火

2 麦ごはん

・

16 肉じゃが（豚肉）

水

3 麦ごはん みかん

・

17

木 レタス

4 麦ごはん

・

18 さばの天火焼き

金 バナナ

5

・ オレンジサラダ

19

土

7 南瓜ごはん

・ けんちん汁（新）

21

月

8 バターロール

・

22

火

9 麦ごはん

・

23 麻婆豆腐

水 春雨サラダ

10 麦ごはん

・

24

木 サラダ菜

11 ひじきの御飯

・ おでん

25 納豆和え

金

12

・

26

土

14 麦ごはん

・

28

月 ひじきのサラダ

15

火

 牛乳100 小魚せんべい

麦茶

オレンジゼリー

※都合により献立を変更する場合があります。
※22日の午後おやつはお誕生日ケーキに変更になります。

清汁（白玉ふ・えのきたけ） 牛乳

鮭の香味焼き チーズ蒸しパン

☆クリスマスお楽しみメニュー☆

食パン、マカロニ、小麦
粉、砂糖、油、片栗粉、
植物油（揚げ吸油分）、
パン粉、オリーブ油、三
温糖

鶏もも肉、豚肉(肩ロー
ス)、牛乳、木綿豆腐、
バター、しばえび、さ
け、あさり水煮缶、粉
チーズ、白みそ、チー
ズ

りんご果汁、玉ねぎ、オ
レンジ果汁、ブロッコ
リー、みかん、胡瓜、ク
リームコーン、大根、人
参、トマト、苺ジャム、
コーン、マッシュルー
ム、にんにく、生姜、パ
セリ、レモン、寒天

鳥がらだし汁、しょう
ゆ、酒、食塩、みりん、
コンソメ、こしょう、酢

牛乳

さつまいもおにぎり

米、じゃがいも、小麦
粉、マヨネーズ、押麦、
砂糖、油、三温糖、ごま
油、白玉麩

牛乳、さけ、卵、ハム、
チーズ、いわし(煮干
し)、バター

にんじん、えのきたけ、
ひじき、万能ねぎ、葉
ねぎ、レモン果汁、しょ
うが、にんにく

煮干だし汁、しょうゆ、
本みりん、しょうゆ（うす
くち）、酢、酒、食塩

 牛乳100 パインアップル（缶）

牛乳

豆腐ドーナツ

スパゲティ・ミートソース スパゲティ、米、さつま
いも、油、パン粉、三温
糖

牛乳、豚ひき肉、牛ひ
き肉、ツナ油漬缶、米
みそ（淡色辛みそ）、粉
チーズ、黒ごま

たまねぎ、もやし、キャ
ベツ、にんじん、トマト
ピューレ、きゅうり、ピー
マン、コーン缶

ケチャップ、酢、酒、食
塩、コンソメ、ガーリック
パウダー、こしょう、ウス
ターソース

 牛乳100 ビスケット

みそドレッシングサラダ

さつま芋と蓮根の豆乳みそ汁 牛乳

魚の吹き寄せ揚げ 焼きうどん

米、ホットケーキ粉、
じゃがいも、板こんにゃ
く、植物油（揚げ吸油
分）、油、砂糖、三温
糖、粉糖、押麦

牛乳、絹ごし豆腐、鶏も
も肉、さつま揚げ、はん
ぺん、うずら卵水煮缶、
挽きわり納豆、油揚げ、
かつお節

だいこん、にんじん、
キャベツ、もやし、ほう
れんそう、えだまめ、ひ
じき

かつお・昆布だし汁、
しょうゆ、本みりん、酒、
食塩

 牛乳100 バナナ

ハムとコーンのマフィン

ゆでうどん、米、さつま
いも、さといも、片栗
粉、押麦、油、ごま油

牛乳、白身魚すり身、
豆乳、豚肉(もも)、油揚
げ、卵、米みそ（淡色辛
みそ）、麦みそ、いわし
(煮干し)

れんこん、たまねぎ、
キャベツ、にんじん、サ
ラダ菜、グリンピース、
たけのこ、万能ねぎ、干
ししいたけ、あおのり

煮干だし汁、ウスター
ソース、食塩

 牛乳100 チーズ（棒）

カリフラワーとブロッコリーのサラダ りんごのヨーグルトケーキ

米、小麦粉、押麦、三
温糖、はるさめ、片栗
粉、油、ごま油、砂糖

牛乳、木綿豆腐、豚ひ
き肉、卵、脱脂粉乳、
ハム、バター、米みそ
（赤色辛みそ）、卵(黄)

にんじん、もやし、はく
さい、きゅうり、えのきた
け、葉ねぎ、みかん缶、
コーン缶、にんにく、
しょうが

鳥がらだし汁、しょう
ゆ、酒、酢、中華スー
プ、食塩

 牛乳100 ウエハース

白菜とえのきのスープ 牛乳

高野豆腐の八目煮 きな粉よせ

ロールパン、小麦粉、
マヨネーズ、三温糖、
じゃがいも、油

鶏もも肉、ヨーグルト(無
糖)、卵、脱脂粉乳、バ
ター、ハム、すりごま

たまねぎ、かぶ、りん
ご、ブロッコリー、カリフ
ラワー、にんじん、ほう
れんそう、コーン缶、え
だまめ、レモン果汁

鳥がらだし汁、しょう
ゆ、食塩、こしょう

 牛乳100 小魚せんべい

冬野菜のクリームシチュー 麦茶

牛乳

ピザトースト

米、さといも、三温糖、
板こんにゃく、押麦、黒
砂糖、上新粉、油

牛乳、卵、鶏もも肉（皮
付き）、調製豆乳、え
び、木綿豆腐、凍り豆
腐、きな粉、いわし(煮
干し)、しらす干し、麦み
そ

かぼちゃ、にんじん、た
まねぎ、ごぼう、万能ね
ぎ、グリンピース（冷
凍）、干ししいたけ、か
んてん（粉）

煮干だし汁、かつおだ
し汁、しょうゆ、酒、食
塩、本みりん

 牛乳100 みかん

牛乳

キャベツとコーンのミルクｽｰﾌﾟ 麦茶

かに雑炊

ポークカレーライス 米、じゃがいも、食パ
ン、油、三温糖

牛乳、豚肉（こま）、鶏さ
さ身、ピザ用チーズ、
ベーコン

たまねぎ、キャベツ、
きゅうり、にんじん、み
かん缶、コーン缶、ピー
マン

カレールウ、ケチャッ
プ、酢、食塩、こしょう、
酒

 牛乳100 チーズ（棒）

わかめスープ（中華） 麦茶

鶏肉のチリソース レーズンスティック

米、押麦、小麦粉、油 牛乳、さば、かに水煮
缶、卵、ベーコン、粉
チーズ

たまねぎ、バナナ、トマ
ト、キャベツ、ねぎ、
コーン缶、にんじん、み
つば、パセリ、干ししい
たけ、にんにく

鳥がらだし汁、かつお・
昆布だし汁、ワイン
（白）、しょうゆ、ケ
チャップ、みりん、食
塩、コンソメ、こしょう

 牛乳100 パインアップル（缶）

みそ汁（なめこ・豆腐） 牛乳

ナポリタン

キャベツときゅうりの塩昆布和え

米、小麦粉、三温糖、
押麦、片栗粉、植物油
（揚げ吸油分）、ごま
油、油

鶏もも肉（皮付き）、卵、
木綿豆腐、バター、ご
ま

みかん、たまねぎ、にん
じん、えのきたけ、しめ
じ、レタス、グリーンアス
パラガス、干しぶどう、
塩蔵わかめ、しょうが、
にんにく

鳥がらだし汁、ケチャッ
プ、しょうゆ、酒、食塩

 牛乳100 バナナ

米、じゃがいも、スパゲ
ティ、しらたき、押麦、
砂糖、油、ごま油、オ
リーブ油

牛乳、豚肉(肩ロース)、
木綿豆腐、ウインナー、
米みそ（淡色辛みそ）、
麦みそ、いわし(煮干
し)、ごま

たまねぎ、キャベツ、
きゅうり、にんじん、なめ
こ、こまつな、マッシュ
ルーム、ピーマン、いん
げん、塩こんぶ、しそ

煮干だし汁、ケチャッ
プ、しょうゆ、ウスター
ソース、みりん、食塩、
こしょう

 牛乳100 りんご

ロールパン、米、油、三
温糖

豆乳、卵、ベーコン、鶏
もも肉、チーズ、生ク
リーム、牛乳

大根、玉ねぎ、赤ピー
マン、きゅうり、キャベ
ツ、にんじん、ほうれん
草、セロリー、しいた
け、ごぼう、南瓜、レモ
ン、パセリ、にんにく

鳥がらだし汁、ケチャッ
プ、しょうゆ、みりん、
酒、食塩、カレー粉、こ
しょう

 牛乳100 小魚せんべい

コンソメスープ 豆乳

彩り野菜のフリッタータ とりめしおにぎり

きゅうりと大根のカレーマリネ

給 食 献 立 表
東かなまち保育園

日
／
曜

献　　立　　名
材料名（昼食・3時おやつ） 10時おやつ

3時おやつ
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