
ようちえんきゅうしょく2019年 12月

主　食 献　　　　立 体をつくる
（あか）

熱や力になる
（きいろ）

体調を整える
（みどり）

カロリー
たんぱく質

塩分

デミグラスハンバーグ 豚肉 米・植物油脂 玉ねぎ・人参

マカロニサラダ 鶏肉 マカロニ マッシュルーム 447

2 (月) ごはん アスパラ 豆腐 マヨネーズ きゅうり・アスパラ 13.8

とうふナゲット ハム パイン 1.4

パイン

チキンカレー 鶏肉 米・植物油脂 玉ねぎ・人参

おさつコロッケ 大豆 カレールー グリンピース 548

3 (火) ごはん まめサラダ ハム マヨネーズ さつま芋・枝豆 15.3

じゃが芋 きゅうり・ひよこ豆 1.9

みかん みかん

ぶたのしょうがやき 豚肉 米・植物油脂 玉ねぎ・キャベツ

ボイルキャベツ ハム はるさめ きゅうり・人参 395

4 (水) ごはん はるさめサラダ ちくわ ごま・小麦粉 あおのり 18.5

ちくわのいそべあげ りんご 1.1

りんご

ビーフシチュー 牛肉 白パン 人参・玉ねぎ

チンゲンさいのコーンあえ チーズ 米・植物油脂 ブロッコリー 487

5 (木) はくパン ハッシュドポテト じゃが芋 マッシュルーム 11.3

わかめたわらおにぎり チンゲン菜・コーン 1.5

キャンディーチーズ

アジのカレーからあげ アジ 米・植物油脂 かぶ・きゅうり

かぶとカニカマのつやに カニカマ カレー粉・黒米 さつま芋・枝豆 418

6 (金) しょくいくごはん きゅうりのいちやづけ アマランサス もも 14.5

さつまいものほっくりやき モチムギ・モチアワ 1.5

もも 大麦・ごま・片栗粉

ゆーりんちー 鶏肉 米・植物油脂 長ネギ・キャベツ

キャベツとわかめのナムル わかめ 小麦粉・ごま 赤ピーマン・人参 402

9 (月) ごはん チンゲンさいのちゅうかいため ハム 片栗粉 黄ピーマン・小豆 14.4

もやし・チンゲン菜 1.3

ゴマだんご まいたけ

さんまのやわらかに さんま 米・植物油脂 ほうれん草

ほうれんそうとえのきのしおこんぶあえ 鶏肉 小麦粉・ごま えのき・きゅうり 415

10 (火) ごはん わふうバンバンジー わかめ 人参・長ネギ 16.7

あげしゅうまい 豚肉 パイン 1.8

パイン 昆布

プルコギ 牛肉 米・植物油脂 玉ねぎ・にら

しらたきのちゅうかサラダ 油揚げ じゃが芋 パプリカ・人参 414

11 (水) ごはん こまつなのにひたし かつお節 片栗粉・ごま しらたき・きゅうり 16.9

じゃがいものいためもの ハム もやし・小松菜 1.7

もも ピーマン・もも

くろコショウささみフライ 鶏肉 米・植物油脂 ブロッコリー

ブロッコリーとカリフラワーのサラダ ドレッシング カリフラワー 409

12 (木) ごはん かぼちゃのにもの 小麦粉・パン粉 人参・きゅうり 15.7

南瓜・インゲン 1.2

りんご リンゴ

チリコンカン 豚肉 米・植物油脂 レンズ豆・人参

ミートボール 大豆 玉ねぎ・チンゲン菜 406

13 (金) ごはん ほうれんそうとベーコンのソテー ベーコン マッシュルーム 11.9

みかん 1.8

みかん

日付

服部 幸應（はっとりゆきお） 
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　　☆仕入れ材料の都合により変更になる場合がございます。予めご了承ください。
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主　食 献　　　　立 体をつくる
（あか）

熱や力になる
（きいろ）

体調を整える
（みどり）

カロリー
たんぱく質

塩分

ピーマンのにくづめフライ 豚肉 米・植物油脂 ピーマン・人参

やきそば ハム 小麦粉・パン粉 キャベツ・かぶ 427

16 (月) ごはん かぶとハムのコンソメに さつま揚げ 蒸し麺 枝豆 14.7

あかカブさつま 1.5

ミニゼリー

チーズインハンバーグ 豚肉 ロールパン キャベツ

スマイルポテト 鶏肉 米・植物油脂 枝豆・人参 400

17 (火) ロールパン えだまめコールスローサラダ チーズ マヨネーズ きゅうり 14.6

なめしたわらおにぎり じゃが芋 パイン 1.6

パイン

キーマカレー 牛肉 米・植物油脂 玉ねぎ・人参

ミニイカフライ 豚肉 カレールー 赤ピーマン 458

18 (水) ごはん ツナサラダ いか ドレッシング キャベツ 13.0

ツナ 小麦粉・パン粉 きゅうり 1.4

もも もも

カニクリームコロッケ かに 米・植物油脂 ズッキーニ・なす

タコウインナーいため 牛乳 小麦粉・パン粉 玉ねぎ・赤ピーマン 443

19 (木) ごはん ラタトゥイユ 豚肉 チンゲン菜・人参 11.4

チンゲンさいのソテー ウインナー しいたけ・リンゴ 1.8

りんご ハム

うましおだれチキン 鶏肉 米・植物油脂 人参・ごぼう

だいこんとさつまあげのにもの 油揚げ こんにゃく・枝豆 408

20 (金) こぎつねごはん ほうれんそうのおかかあえ かつお節 長ネギ・大根 16.7

かぼちゃのハニーソテー さつま揚げ 大根の葉・南瓜 1.6

うんしゅうみかん バター ほうれん草・みかん

トマトシチュー 豚肉 米・植物油脂 人参・玉ねぎ

コールスローサラダ 鶏肉 マヨネーズ キャベツ・枝豆 428

23 (月) ごはん プチにくまん 小麦粉・じゃが芋 コーン・パイン 11.4

シチュールー 1.9

パイン

フライドチキン 鶏肉 米・植物油脂 玉ねぎ・コーン

ほしがたオムレツ 卵 じゃが芋 グリンピース・人参 502

24 (火) チキンライス ミックスサラダ ドレッシング ブロッコリー・カリフラワー 20.1

ミニクリスマスケーキ ハッシュドポテト 黄ピーマン・赤ピーマン 1.9

ブルーベリー ブルーベリー

さけハンバーグ 鮭 米・植物油脂 玉ねぎ・ごぼう

ごぼうのサラダ 豚肉 小麦粉・ごま 人参・きゅうり 407

25 (水) ごはん アスパラのにくみそいため ドレッシング アスパラ・リンゴ 19.1

タルタルソース 1.7

りんご

ぶたにくのくわやきふう 豚肉 米・植物油脂 しめじ・インゲン

カリフラワーのスープに ウインナー ごま・黒米 レンコン・玉ねぎ 414

26 (木) しょくいくごはん はくさいのわふうサラダ アマランサス カリフラワー 20.0

まめもやしのあえもの モチムギ・モチアワ もやし・白菜 1.7

みかん 大麦・片栗粉 みかん

もちさくポテト 油揚げ 米・植物油脂 玉ねぎ・人参

さくらしゅうまい 豚肉 じゃが芋 ほうれん草 509

27 (金) いなりずし ほうれんそうのはなあえ 卵 小麦粉 もも 15.3

1.8

もも

日付
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