
2019 年　　 １２月予定献立表 緑の家保育園

曜日 日にち 　10時 お　　　　ひ　　　　る 　　お　　　　や　　　　つ

2 1才児 キャロットライス 大学芋 米 小麦粉 さつま芋 じゃが芋 水あめ はちみつ

月 2才児 ピクルス風 大豆 黒ごま きゅうり 大根 玉葱 人参

16 　クラス クリームシチュー 果物 ほうれん草 豚ベーコン 鶏むね肉 バター 牛乳

3 胚芽米ごはん ヨーグルトあえ 米 しらたき 里芋 はちみつ 金時豆 大豆

火 ぶりの塩焼き　　　　　　豚汁 （りんご） ごぼう 小松菜 大根 人参 長ねぎ ほうれん草

17 ひじき煮 金時豆の甘煮 みかん缶 もも缶 ぶり 豚もも肉 豆腐 ヨーグルト

4 スパゲティきのこミートソース 磯おにぎり 米 スパゲティ 小麦粉 さつま芋 豆乳 カリフラワー

水 キャベツのツナ和え キャベツ 大根 玉葱 コーン缶 人参 ほうれん草

18 冬野菜のスープ 果物 レンコン しめじ しらす ひじき 豚もも肉 チーズ

5 中華丼 チーズクリームと 米 食パン はるさめ 豆腐 キャベツ きゅうり

木 華風和え りんごのサンドイッチ 玉葱 コーン缶 人参 ほうれん草 レモン プルーン

19 中華風コーンスープ プルーン 干し椎茸 豚もも肉 豚ベーコン クリーム

6 納豆ご飯 ファラフェル 米 米粉 じゃが芋 大豆 納豆 おから

金 牛 さわらの梅煮　　　　　大根サラダ 牛 豆腐 きゅうり 大根 玉葱 人参 長ねぎ

20 長葱と豆腐のみそ汁 果物 ほうれん草 梅干し しらす さわら ごま油

7 五目うどん おかかおにぎり 米 干しうどん 油揚げ いりごま さやいんげん かぼちゃ

土 かぼちゃのそぼろ煮　　　　果物 きゅうり 玉葱 人参 長ねぎ ほうれん草 干し椎茸

21 きゅうり漬け 果物 削り節 焼きのり 鶏むね肉 鶏ひき肉

9 冬至うどん 甘辛きりたんぽ 米 干しうどん 油揚げ かぼちゃ キャベツ きゅうり

月 さばの幽庵焼き プルーン ごぼう 小松菜 大根 人参 長ねぎ ほうれん草

23 おかか和え 果物 プルーン ゆず 干し椎茸 削り節 さば 鶏むね肉

10 胚芽米ごはん　　　　　　のり和え 焼きそば風 米 スパゲティ 豆腐 すりごま キャベツ 大根

火 乳 鶏のマーマレード焼き 乳 玉葱 人参 ピーマン ほうれん草 マーマレード 青のり

24 大根と豆腐のみそ汁 果物 焼きのり しらす 豚もも肉 鶏もも肉 ごま油 重曹

ドライカレー ケイク・サレ 米 小麦粉 米粉 じゃが芋 はちみつ キャベツ

水 11 　100ｃｃ マセドアンサラダ 　100ｃｃ 玉葱 コーン缶 人参 白菜 ピーマン ほうれん草

ベジタブルスープ 果物 レーズン 豚ベーコン 鶏ひき肉 チーズ 牛乳 バター

ドライカレー 米 小麦粉 米粉 じゃが芋 はちみつ キャベツ

水 25 　100ｃｃ マセドアンサラダ　　　　果物 クリスマスケーキ 玉葱 コーン缶 人参 白菜 ピーマン ほうれん草
誕生会

ベジタブルスープ レーズン 豚ベーコン 鶏ひき肉 バター 生クリーム BP

12 食パン カレー炒飯 米 食パン 米パン粉 豆腐 キャベツ きゅうり

木 ひじきミートローフ　　　フレンチサラダ 玉葱 人参 長ねぎ 白菜 ピーマン ほうれん草

26 白菜とベーコンのスープ 果物 レーズン ひじき 牛ひき肉 豚もも肉 豚ひき肉 豚ベーコン

13 胚芽米ごはん　　　　酢の物 おでん 米 ちくわぶ 厚揚げ 油揚げ かぼちゃ キャベツ

金 わかさぎの唐揚げ　　　かぼちゃと きゅうり 小松菜 大根 玉葱 人参 昆布

27 （0.1.2歳児はあじ）　　　揚げのみそ汁 果物 わかさぎ あじ しらす わかめ

14 胚芽米ごはん　　　　　　わかめスープ ココアラスク 米 食パン きゅうり 玉葱 長ねぎ ほうれん草

土 麻婆豆腐　　　　　 干し椎茸 わかめ 豚ひき肉 ごま油 バター ココア

28 中華風きゅうり　　　　　果物 果物

エネルギ－ ﾀﾝﾊﾟｸ質 脂質 糖質 食塩

（ｋｃａｌ） （ｇ） （ｇ） （ｇ） （ｇ）

3.4.5才児 568 20.7 16.8 83.5 2.2

  ざ　　　　い　　　り　　　ょ　　　う

クリームチーズ

（平均）


