
令和２年度　どんぐり山保育園

乳児 幼児

月 ゆかりごはん　味噌汁 ミートドリア 昆布　厚揚げ 胚芽つき米 なめこ　にら だし汁　味噌 578 596

14 おでん 果物 いわし　桜えび こんにゃく　片栗粉 大根　人参 醬油　塩 kcal　 kcal　

28 小松菜桜えび炒め 麦茶 牛乳 ごま油 もやし　小松菜 ケチャップ　三温糖 21.1 20.5

牛乳 豚肉 胚芽つき米　なたね油　パン粉 みかん　玉葱 ソース g　 g　

火 ごはん　野菜スープ お好み焼き 鶏肉　豆腐 胚芽つき米 茄子　えのき茸 だし汁　塩　醬油 596 613

1 チキンナゲット 果物 ツナ缶 片栗粉　なたね油 人参　胡瓜 マヨネーズ　米酢 kcal　 kcal　

15 じゃが芋ツナサラダ 牛乳 牛乳 じゃが芋 セロリ　ほうれん草 米酢　ソース 21.8 21

ほうれん草ソテー　牛乳 牛乳 小麦粉　長芋 りんご　キャベツ　長葱 ケチャップ g g　

水 ごはん　味噌汁 かりんゼリー 鶏肉　油揚げ 胚芽つき米 白菜　長葱　人参 だし汁　味噌 599 610

2 信田巻 干し芋 焼きのり 片栗粉　ごま油 いんげん　れんこん 塩　三温糖 kcal　 kcal　

16 れんこんのきんぴら 果物 牛乳 白ごま 春菊　大根 醬油　米酢 21.4 20.2

春菊大根のり和え　牛乳 牛乳 牛乳　寒天 さつま芋 洋なし はちみつ g　 g　

木 全粒粉丸パン ゆかりおにぎり 大豆　 全粒粉パン　 かぼちゃ　水菜　玉葱 だし汁　塩 510 526

3 大豆スープ 押麦塩昆布おにぎり かじき 小麦粉 まいたけ　トマト缶　キャベツ 醬油　ソース kcal　 kcal　

17 カジキのソテートマトソース 果物 牛乳 なたね油 かいわれ大根　カリフラワー カレー粉 20.9 20.5

カレーサラダ　牛乳 麦茶 塩昆布 胚芽つき米　押麦 みかん　 マヨネーズ g　 g　

金 中華丼 ドーナツ 豚肉 胚芽つき米　ごま油 竹の子水煮　人参 だし汁　塩 578 589

4 味噌汁 スナップえんどう 油揚げ 片栗粉　さつま芋 しめじ　青梗菜 醬油　味噌 kcal　 kcal　

18 さつま芋スティック 果物 わかめ　牛乳 白ごま かぶ　れんこん 米酢 20.2 20.2

れんこんごま酢和え　牛乳 牛乳 牛乳　豆乳 小麦粉　なたね油 りんご　スナップえんどう g　 g　

土 ごはん 煮込みうどん 豚肉 胚芽つき米 カリフラワー　ほうれん草 だし汁　塩 510 519

5 すまし汁 果物 牛乳 里芋 玉葱　ごぼう　人参 醬油　味噌 kcal　 kcal　

19 生姜焼き 牛乳 椎茸　こねぎ 23.1 22.1

根菜の味噌煮　牛乳 牛乳　油揚げ うどん みかん　長葱　人参　小松菜 g g　

月 ごはん　味噌汁 あんかけ焼きそば 鰆　小豆 胚芽つき米 青梗菜　えのき茸 だし汁　味噌 532 547

7 鰆幽庵焼き 果物 塩昆布 ゆず　かぼちゃ 醬油　三温糖 kcal　 kcal　

21 かぼちゃいとこ煮 牛乳 牛乳 かぶ　かぶの葉 塩 23.5 22.8

かぶの塩昆布和え　牛乳 牛乳　豚肉 中華麺　ごま油　片栗粉 みかん　人参　白菜　にら g　 g　

火 ごはん　味噌汁 ポテト餅 豚肉　厚揚げ 胚芽つき米　 大根　スナップえんどう だし汁　味噌 559 589

8 肉豆腐 おしゃぶり昆布 ツナ缶 なたね油 玉葱　人参 三温糖　醬油 kcal　 kcal　

22 ブロッコリーツナ炒め 果物 牛乳 ごま油　こんにゃく 椎茸　ブロッコリー 塩 22.9 23.7

手綱こんにゃく　牛乳 牛乳 牛乳　昆布 じゃが芋　マーガリン　片栗粉 りんご g　 g　

水 ごはん　味噌汁 野菜ケーキ 金目鯛　焼きのり 胚芽つき米 れんこん　まいたけ だし汁　味噌 599 614

9 魚磯煮 果物 油揚げ 片栗粉　小麦粉 かいわれ大根　春菊 三温糖　醬油 kcal　 kcal　

23 春菊のかき揚げ 牛乳 牛乳 米粉　なたね油 人参　白菜　青梗菜 塩　米酢 21.9 21.3

白菜青梗菜和え物　牛乳 牛乳 小麦粉 洋なし　コーン缶　小松菜 g　 g　

木 スープスパゲティ だまこ汁 ベーコン　豆乳 スパゲティ カリフラワー　クリームコーン缶 だし汁　塩 503 520

10 納豆オムレツ 果物 卵　納豆 なたね油 ほうれん草　こねぎ 醬油　米酢 kcal　 kcal　

24 水菜チーズサラダ 麦茶 チーズ　牛乳 米粉 水菜　玉葱 21.5 22.5

牛乳 かつお節 胚芽つき米　黒米 りんご　長葱　椎茸　人参　せり g　 g　

金 ごはん 大根餅 鮭 胚芽つき米　バター 小松菜　キャベツ だし汁　塩 540 548

11 すまし汁 果物 牛乳 里芋　なたね油 玉葱　ピーマン 醬油　味噌 kcal　 kcal　

鮭ちゃんちゃん焼き 牛乳 春雨　ごま油 人参　にら　しめじ 米酢 21.4 20.1

春雨野菜炒め　牛乳 牛乳　豚肉 米粉　ごま油 みかん　大根　こねぎ g　 g　

土 ごはん　味噌汁 シュガートースト 鶏手羽元 胚芽つき米 ごぼう　こねぎ だし汁　味噌 577 587

12 鶏肉黒酢煮 ブロッコリー 卵 ごま油 長葱　ほうれん草 黒酢　醬油 kcal　 kcal　

26 ほうれん草もやしゆかり和え 果物 牛乳 もやし　人参 三温糖　塩 22.5 21.7

人参しりしり　牛乳 牛乳 牛乳 全粒粉パン　マーガリン りんご　ブロッコリー グラニュー糖 g　 g　

※食材料の入荷の都合により、献立を一部変更することがあります。ご了承ください。　１回食の牛乳は、１，２歳のみです。
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栄養士　石川

調味料
エネルギー・たんぱく質

＜平均栄養量＞

12月のこんだて

エネルギー

たんぱく質

1回食 2回食 血や肉になるもの 熱や力になるもの 体の調子を整えるもの

12月25日 クリスマスメニュー

1回食 2回食
カレーピラフ ミネストローネ 豆乳ブラマンジェ

ウイングスティック唐揚げ クリスマスクラッカー

カリコリサラダ 牛乳 かりんジュース

12月21日（月）は冬至です。
この日は1日で最も昼が短く、夜が長くなる日です。この
日を境に日が長くなりますが、寒さが厳しくなるので風
邪をひかないようにかぼちゃを食べてゆず湯に入ります。
保育園では柚子を使った幽庵焼き（ゆうあんやき）や、
かぼちゃのいとこにをいただきたいと思います。


