
日 曜 ごはん おやつ 　血や肉になる 　熱や力になる 　調子を整える

1 木
ごはん　みそ汁(なめこ・豆腐)
めかじきのバター醤油ソテー
ふろふき大根　じゃこドレッシングサラダ

麦茶　牛乳
さつまいも蒸しパン

豆腐　みそ　めかじき
鶏ひき肉　しらす　牛乳

米　薄力粉　砂糖
片栗粉　ごま油　バター
さつまいも　ケーキミックス

なめこ　大根　生姜　きゃべつ
人参　きゅうり

2 金
玄米ごはん　みそ汁(もやし・わかめ)
鶏のおろし煮
きんぴらごぼう　きゃべつサラダ

麦茶　牛乳
メロンラスク

みそ　鶏肉　牛乳

米　玄米　砂糖
ごま油　オリーブ油　食パン
グラニュー糖　バター
ケーキミックス

もやし　わかめ　大根　生姜
青菜　ごぼう　人参　きゃべつ
きゅうり　玉ねぎ　レモン汁

3 土
ごはん　みそ汁(大根・豆腐)
中華風ミートローフ
三色ナムル　じゃがたまソテー

麦茶
黒砂糖蒸しパン

豆腐　みそ　豚ひき肉
米　ごま油　上新粉
じゃがいも　砂糖　サラダ油
薄力粉　黒砂糖

大根　きゃべつ　にら　にんにく
生姜　青菜　人参　もやし
玉ねぎ

5 月
麦ごはん　みそ汁(玉ねぎ・油揚げ)
鶏肉とコーンの塩炒め
昆布の煮物　きゅうりのみぞれ和え

麦茶　牛乳
キャロットスティック

油揚げ　みそ　鶏肉
豆腐　高野豆腐　牛乳

米　押麦　じゃがいも
サラダ油　砂糖　すりごま
薄力粉　バター

玉ねぎ　ブロッコリー　コーン缶
大根　人参　刻み昆布　ごぼう
青菜　きゅうり

6 火
ごはん　みそ汁(白菜・しめじ)
洋風肉じゃが
かぶのやちゃら

麦茶　牛乳
ブルーベリーケーキ

みそ　豚肉　牛乳

米　じゃがいも　砂糖
サラダ油　長芋　バター
ブルーベリージャム
ケーキミックス

白菜　しめじ　玉ねぎ　人参
ブロッコリー　かぶ　きゅうり　わかめ
きくらげ　みかん缶

7 水
ごはん　のっぺい汁
かれいの野菜あんかけ
納豆ときのこのそぼろ炒め　なます

麦茶　牛乳
カレートースト

鶏肉　油揚げ　かれい
鶏ひき肉　納豆　牛乳
チーズ

米　さといも　ごま油
片栗粉　砂糖　サラダ油
食パン

人参　大根　ごぼう　干ししいたけ
玉ねぎ　えのき　舞茸　刻み昆布
長ねぎ　きゅうり　トマト缶

8 木
ごはん　みそ汁(きゃべつ・じゃがいも)
チキンカツ
かぼちゃの煮つけ　野菜の三杯酢和え

麦茶　いりこ
五平餅

みそ　鶏肉　煮干し
米　じゃがいも　薄力粉
パン粉　サラダ油　砂糖
すりごま

きゃべつ　かぼちゃ　もやし
きゅうり　人参

9 金
ひじきごはん　みそ汁(青菜・えのき)
豚と野菜のうま煮
春雨サラダ

麦茶　牛乳
パンプキンクッキー

油揚げ　みそ　豚肉
ツナ缶　牛乳

米　砂糖　さといも
サラダ油　春雨　ごま油
薄力粉　片栗粉　バター

ひじき　人参　青菜　えのき
ごぼう　ブロッコリー　きゅうり
かぼちゃ

10 土
ごはん　みそ汁(人参・じゃがいも)
鶏のパン粉焼き　青菜と雑魚の炒め物
きゃべつときゅうりのしゃきしゃき和え

麦茶　いりこ
塩こんぶおにぎり

みそ　鶏肉
しらす　煮干し

米　じゃがいも　オリーブ油
パン粉　サラダ油　ごま油

人参　玉ねぎ　ピーマン　青菜
きゃべつ　きゅうり　塩昆布　海苔

12 月
麦ごはん　みそ汁(大根・ベーコン)
ポテトグラタン
きのこの和風サラダ

麦茶　いりこ
青菜とお揚げの
　　　ゆかりおにぎり

ベーコン　みそ　豚ひき肉
かつお節　煮干し　油揚げ
チーズ　牛乳

米　押麦　じゃがいも
薄力粉　パン粉　サラダ油
砂糖　バター

人参　玉ねぎ　エリンギ　しめじ
えのき　きゃべつ　きゅうり　海苔
レモン汁　青菜　ゆかり

13 火
ごはん　吉野汁
さばと大根のみそ煮
ブロッコリーと豆腐の炒め物　人参サラダ

麦茶　牛乳
カレーまん

鶏肉　さば　みそ
赤みそ　豆腐　鶏ひき肉
牛乳

米　片栗粉　ごま油
砂糖　薄力粉　サラダ油

青菜　人参　長ねぎ　大根
干ししいたけ　生姜　ブロッコリー
玉ねぎ　トマト缶

14 水
ごはん　みそ汁(かぼちゃ・長ねぎ)
豚肉のプルコギ
ひじきの五目煮

麦茶　牛乳
大学芋

みそ　豚肉　赤みそ
高野豆腐　牛乳

米　砂糖　片栗粉
すりごま　ごま油　ごま
サラダ油　さつまいも

かぼちゃ　長ねぎ　生姜　にんにく
玉ねぎ　もやし　人参　にら
ひじき　ごぼう　大根

15 木
ごはん　みそ汁(なめこ・豆腐)
めかじきのバター醤油ソテー
ふろふき大根　じゃこドレッシングサラダ

麦茶　牛乳
きなこ蒸しパン

豆腐　みそ　めかじき
鶏ひき肉　しらす　きなこ
牛乳

米　薄力粉　砂糖
片栗粉　ごま油　バター
ケーキミックス

なめこ　大根　生姜　きゃべつ
人参　きゅうり

16 金
玄米ごはん　みそ汁(もやし・わかめ)
鶏のおろし煮
きんぴらごぼう　きゃべつサラダ

麦茶　牛乳
メロンラスク

みそ　鶏肉　牛乳

米　玄米　砂糖
ごま油　オリーブ油　食パン
グラニュー糖　バター
ケーキミックス

もやし　わかめ　大根　生姜
青菜　ごぼう　人参　きゃべつ
きゅうり　玉ねぎ　レモン汁

17 土
ごはん　みそ汁(大根・豆腐)
肉団子
三色ナムル　じゃがたまソテー

麦茶
黒砂糖蒸しパン

豆腐　みそ　豚ひき肉
米　片栗粉　上新粉
砂糖　ごま油　じゃがいも
サラダ油　薄力粉　黒砂糖

大根　生姜　玉ねぎ
青菜　人参　もやし　にら

19 月
ごはん　みそ汁(玉ねぎ・油揚げ)
鶏肉とコーンの塩炒め
昆布の煮物　きゅうりのみぞれ和え

麦茶　牛乳
キャロットスティック

油揚げ　みそ　鶏肉
豆腐　高野豆腐　牛乳

米　押麦　じゃがいも
サラダ油　砂糖　すりごま
薄力粉　バター

玉ねぎ　ブロッコリー　コーン缶
大根　人参　刻み昆布　ごぼう
青菜　きゅうり

20 火
ごはん　みそ汁(白菜・しめじ)
洋風肉じゃが
かぶのやちゃら

麦茶　牛乳
ブルーベリーケーキ

みそ　豚肉　牛乳

米　じゃがいも　砂糖
サラダ油　長芋　バター
ブルーベリージャム
ケーキミックス

白菜　しめじ　玉ねぎ　人参
ブロッコリー　かぶ　きゅうり　わかめ
きくらげ　みかん缶

21 水
ごはん　のっぺい汁
かれいの野菜あんかけ
納豆ときのこのそぼろ炒め　なます

麦茶　牛乳
カレートースト

鶏肉　油揚げ　かれい
鶏ひき肉　納豆　牛乳
チーズ

米　さといも　ごま油
片栗粉　砂糖　サラダ油
食パン

人参　大根　ごぼう　干ししいたけ
玉ねぎ　えのき　舞茸　刻み昆布
長ねぎ　きゅうり　トマト缶

22 木
ごはん　みそ汁(きゃべつ・じゃがいも)
チキンカツ
かぼちゃのいとこ煮　野菜の三杯酢和え

麦茶　いりこ
五平餅

みそ　鶏肉
小豆　煮干し

米　じゃがいも　薄力粉
パン粉　サラダ油　砂糖
すりごま

きゃべつ　かぼちゃ　もやし
きゅうり　人参

23 金
パン2種　玉ねぎ坊やスープ
ミートローフ
きゃべつとフルーツのサラダ

麦茶　牛乳　果物
ハニークッキー

豚ひき肉　牛乳
クロワッサン　プティブラン
上新粉　サラダ油　薄力粉
はちみつ　バター

玉ねぎ　人参　刻み昆布
きゃべつ　きゅうり　みかん缶
りんご　果物

24 土
ごはん　みそ汁(人参・じゃがいも)
鶏のパン粉焼き　青菜と雑魚の炒め物
きゃべつときゅうりのしゃきしゃき和え

麦茶　いりこ
塩こんぶおにぎり

みそ　鶏肉
しらす　煮干し

米　じゃがいも　オリーブ油
パン粉　サラダ油　ごま油

人参　玉ねぎ　ピーマン　青菜
きゃべつ　きゅうり　塩昆布　海苔

26 月
麦ごはん　みそ汁(大根・ベーコン)
ポテトグラタン
きのこの和風サラダ

麦茶　いりこ
青菜とお揚げの
　　　ゆかりおにぎり

ベーコン　みそ　豚ひき肉
かつお節　煮干し　油揚げ
チーズ　牛乳

米　押麦　じゃがいも
薄力粉　パン粉　サラダ油
砂糖　バター

人参　玉ねぎ　エリンギ　しめじ
えのき　きゃべつ　きゅうり　海苔
レモン汁　青菜　ゆかり

27 火
ごはん　吉野汁
さばと大根のみそ煮
ブロッコリーと豆腐の炒め物　人参サラダ

麦茶　牛乳
カレーまん

鶏肉　さば　みそ
赤みそ　豆腐　鶏ひき肉
牛乳

米　片栗粉　ごま油
砂糖　薄力粉　サラダ油

青菜　人参　長ねぎ　大根
干ししいたけ　生姜　ブロッコリー
玉ねぎ　トマト缶

28 水
ごはん　みそ汁(かぼちゃ・長ねぎ)
豚肉のプルコギ
ひじきの五目煮

麦茶　牛乳
こうしめし

みそ　豚肉　赤みそ
高野豆腐　しらす　牛乳

米　砂糖　片栗粉
すりごま　ごま油

かぼちゃ　長ねぎ　生姜　にんにく
玉ねぎ　もやし　人参　にら
ひじき　ごぼう　大根　たくあん
海苔

12月のこんだて のしお一丁目保育園

※献立は都合により変更する場合があります。
　
 12月22日は、1年の中でいちばん日が短くなる日・冬至です。
そんな冬至には「運」が呼び込めるということで「ん」のつく食べ物のことを運盛り、といい、縁起を担ぎつつ栄養をつけて
寒い冬を乗り切るための昔のひとの知恵で、「ん」のつくものを食べます。保育園のお昼ごはんでは冬至といえば
かぼちゃのいとこ煮が出ます。かぼちゃには「ん」がつかない？　と思いますが、かぼちゃの別名「南瓜(なんきん)」には
「ん」が2つつくとっても運のいい食べ物です。また、かぼちゃは夏が旬ですが、長期保存が出来て冬場にほっこり甘く美味しく食べられるので
寒くて日が短く、食べ物も育たなくなってくる冬の時期でも、栄養をたっぷり摂れるお野菜なのです。
どんどん寒くなっていきますが、たくさん食べて元気に冬を過ごしましょう！

2022年度


