
2022年12月

材料名 （◎は10時おやつ,○は午後おやつ材料） おやつ
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 （◎は10時,○は午後おやつ） 3歳未満 3歳以上

木

2
16

3 土

5
19 月

6
20 火

7
21 水

8
22 木

9 金

10
24 土

12 月

14 水

15 木

23 金

26 月

※都合により食材の一部ま たは献立が変更になる場合がありま す。ご了承下さい。

※お米は赤磐市赤坂産の「朝日米」を使用していま す。

305

519 607

602 693

488 536

463 505

503 559

475 519

545 613

522 589

455 478

510 568

474 522

494 561

栄養価(kcal)

520 608

537 598

461 486

あんかけ丼、たま ごスー

プ

米、片栗粉 鶏も も 肉（皮付き）、

卵、ちく わ、しょう ゆ、

◎牛乳

はく さい、ほう れんそ

う 、にんじん、だいこん、

ごぼう 、たま ねぎ、ねぎ、

えのきたけ、干ししいたけ

◎牛乳、◎ビスケッ

ト

　　12　月　献　立　表
竜之口保育園(一般)

489 539

328

豚肉と厚揚げの味噌炒

め、花野菜のマヨネーズ

あえ、りんご、ご飯

米、○小麦粉、○さつ

ま いも 、○砂糖、マヨ

ネーズ、○マーガリン、

ごま 油、片栗粉

○牛乳、豚肉(も も )、

生揚げ、○ヨーグルト

(無糖)、米みそ（赤色

辛みそ）、○脱脂粉

乳、しょう ゆ、◎牛乳

りんご、キャベツ、ブロッコ

リー、カリフラワー、にんじん、

チンゲンサイ、たけのこ（水煮

缶）、コーン（冷凍）、まいたけ

◎牛乳、◎ビスケッ

ト、○牛乳、○さつ

ま いも ケーキ

マーボー豆腐、ナムル、

みかん、ご飯

米、砂糖、片栗粉、

油、ごま 油

○牛乳、木綿豆腐、豚

ひき肉、米みそ（赤色

辛みそ）、ごま 、しょう

ゆ、◎牛乳

たま ねぎ、みかん、も

やし、ほう れんそう 、

にんじん、ねぎ、干しし

いたけ、しょう が

◎牛乳、◎ビスケッ

ト、○牛乳、○ビス

ケット

牛肉とれんこんの炒め

物、白菜のごま 酢あえ、

りんご、ご飯

米、○食パン、○ホッ

トケーキ粉、砂糖、○

グラニュー糖、油

○牛乳、牛肉(も も ・赤

肉)、○バター、すりご

ま 、◎牛乳

はく さい、りんご、れ

んこん、ほう れんそ

う 、ブロッコリー、にん

じん、しめじ、○レモ

ン、◎バナナ

◎牛乳、◎バナナ、

○牛乳、○メロンパ

ントースト

トナカイハンバーグ、豆

乳コーンスープ、パイン

缶、ご飯

米、○パイ生地、ケ

チャップ、パン粉、油、

○粉糖、砂糖

○牛乳、豚ひき肉、牛

ひき肉、木綿豆腐、調

製豆乳、ウインナー、

牛乳、○ホイップク

リーム、◎牛乳

たまねぎ、クリームコーン缶、

パイン缶、ブロッコリー、にん

じん、トマト、はくさい、○スト

ロベリーフルーツソース、○い

ちご、グリンピース（冷凍）

◎牛乳、◎ビスケッ

ト、○牛乳、○クリス

マスパイ

日付 献立名

牛肉とれんこんの炒め

物、白菜のごま 酢あえ、

りんご、ご飯

米、砂糖、油、○砂糖 ○牛乳、牛肉(も も ・赤

肉)、すりごま 、○凍り

豆腐、○調製豆乳、◎

牛乳、○きな粉

はく さい、りんご、れ

んこん、ほう れんそ

う 、ブロッコリー、にん

じん、しめじ、◎バナ

曜日

◎牛乳、◎バナナ、

○牛乳、○高野豆

腐のフレンチトース

ト
カレーライス、大根とツナ

のサラダ、みかん

米、じゃがいも 、○さ

つま いも 、バーモンド

カレー（甘口）、○砂

糖、油、○油、砂糖

○牛乳、鶏も も 、ツナ

油漬缶、脱脂粉乳、○

黒ごま 、○しょう ゆ、

◎牛乳

たま ねぎ、だいこん、

みかん、にんじん、

きゅう り、ほう れんそ

う 、キャベツ

◎牛乳、◎ビスケッ

ト、○牛乳、○大学

芋

五目みそう どん、青菜と

ちりめんの和え物

干しう どん、ごま 油 ○牛乳、豚肉(もも)、油揚げ、

米みそ（淡色辛みそ）、しらす

干し、いわし(煮干し)、しょう

ゆ、ごま、◎牛乳

こま つな、だいこん、

にんじん、ごぼう 、葉

ねぎ、しめじ

◎牛乳、◎ビスケッ

ト、○牛乳、○ビス

ケット

かぼちゃのチーズ焼き、

白菜スープ、ブロッコリー

の塩ゆで、ご飯

米、じゃがいも 、○小

麦粉、○グラニュー

糖、砂糖、油

○牛乳、木綿豆腐、豚

ひき肉、ピザ用チー

ズ、○バター、しょう

ゆ、◎牛乳

はく さい、たま ねぎ、

かぼちゃ、ブロッコ

リー、にんじん、にら

◎牛乳、◎ビスケッ

ト、○牛乳、○バ

タークッキー

魚のおろしあんかけ、彩

野菜のごま 和え、みそ

汁、ご飯

米、片栗粉、油、砂

糖、焼ふ(車ふ）

○牛乳、べにさけ、米

みそ（淡色辛みそ）、

しょう ゆ、ごま 、いわし

(煮干し)、◎牛乳

はく さい、ほう れんそ

う 、たま ねぎ、にんじん、

も やし、だいこん、しいた

け、コーン（冷凍）、葉ね

◎牛乳、◎ビスケッ

ト、○牛乳、○ビス

ケット

ふわふわ煮、おじゃがと

じゃこのおかか和え、梨、

ご飯

米、じゃがいも 、○片

栗粉、○砂糖、焼ふ

(車ふ）、砂糖、油、ご

ま 油

○牛乳、○調製豆乳、豚ひき

肉、木綿豆腐、卵、○きな粉、

しょうゆ、しらす干し、いわし

(煮干し)、かつお節、◎牛乳

なし、たま ねぎ、にんじ

ん、ほう れんそう 、葉

ねぎ、干ししいたけ

◎牛乳、◎フルー

チェ、○牛乳、○豆

乳も ち

タンドリーチキン、スパゲ

ティーソテー、チーズスー

プ、ご飯

米、○小麦粉、スパゲ

ティー、○砂糖、ケ

チャップ、○マーガリ

ン・ソフトタイプ、油

○牛乳、鶏も も 肉、牛

乳、ヨーグルト(無糖)、と

ろけるチーズ、ベーコ

ン、○脱脂粉乳、しょう

ゆ、◎牛乳

にんじん、たま ねぎ、キャ

ベツ、○りんご、ピーマ

ン、ブロッコリー、しめじ、

コーン（冷凍）、にんにく

◎牛乳、◎ビスケッ

ト、○牛乳、○りん

ごの蒸しパン

花野菜のシチュー、グ

リーンサラダ、みかん、

ロールパン、牛乳

ロールパン、○米、

じゃがいも 、油、砂糖

牛乳、鶏も も 肉、○ツ

ナ水煮缶、ウイン

ナー、○ごま 、◎牛

乳、しょう ゆ

はく さい、たま ねぎ、キャ

ベツ、みかん、にんじ

ん、きゅう り、ブロッコ

リー、カリフラワー

◎牛乳、◎ビスケッ

ト、○ツナとごま の

おにぎり

和風スパゲッティー、焼き

ポテト

スパゲティー、じゃが

いも 、油

○牛乳、豚肉(も も )、

ベーコン、しらす干し、

しょう ゆ、◎牛乳

たま ねぎ、キャベツ、

にんじん、こま つな、し

めじ、エリンギィ、ほし

のり、あおのり

◎牛乳、◎ビスケッ

ト、○牛乳、○ビス

ケット

豚肉と厚揚げの味噌炒

め、花野菜のマヨネーズ

あえ、りんご、ご飯

米、マヨネーズ、ごま

油、片栗粉

○牛乳、豚肉(も も )、

生揚げ、米みそ（赤色

辛みそ）、しょう ゆ、◎

牛乳

りんご、キャベツ、ブロッ

コリー、カリフラワー、にん

じん、チンゲンサイ、たけ

のこ（水煮缶）、コーン

（冷凍）、ま いたけ

◎牛乳、◎ビスケッ

ト、○牛乳、○ビス

ケット

魚のゆず味噌焼き、ほう

れん草の白和え、すま し

汁、ご飯

米、○小麦粉、○さつ

ま いも 、さつま いも 、

○砂糖、砂糖、焼ふ

(車ふ）

○牛乳、木綿豆腐、ちくわ、米

みそ（淡色辛みそ）、○ヨーグ

ルト(無糖)、白みそ、○脱脂

粉乳、○バター、しょうゆ、ご

ほう れんそう 、はく さ

い、にんじん、たま ね

ぎ、えのきたけ、ひじ

き、カットわかめ

◎牛乳、◎ビスケッ

ト、○牛乳、○さつ

ま いも ケーキ

鶏肉のすき焼き煮、かぶ

の磯あえ、も も 缶、ご飯

米、○焼きそばめん、

じゃがいも 、砂糖、○

油、油、焼ふ(車ふ）

○牛乳、鶏も も 肉、焼

き豆腐、しょう ゆ、○ち

く わ、しらす干し、○

かつお節、◎牛乳

かぶ、も も 缶、○キャ

ベツ、にんじん、たま

ねぎ、ごぼう 、かぶ・

葉、○葉ねぎ、塩こん

ぶ、○あおのり

◎牛乳、◎ビスケッ

ト、○牛乳、○焼き

そば

水

火

火

金
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1
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27


