
2022年12月

エネルギー

たんぱく質
　脂質／塩分
 (  )は未満児

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

01 581.5(482.0)

木 19.7(17.6)

25.9(21.8)

4.1(3.1)

02 673.3（536.0）

金 18.8(16.7)

29.7(24.4)

1.4(1.1)

03 362.1(268.8)

土 14.9(10.9)

9.6(6.8)

1.1(0.8)

05 675.0(536.9)

月 27.7(22.9)

25.5(21.5)

2.6(1.9)

06 597.6(522.8)

火 20.4(19.4)

21.4(20.2)

2.1(1.8)

07 750.7(590.2)

水 30.4(24.9)

24.3(20.7)

3.0(2.2)

08 578.3(469.7)

木 19.9(17.4)

19.6(17.3)

2.3(1.7)

09 596.3(476.2)

金 27.2(21.2)

24.2(20.5)

2.3(1.6)

10 332.3(247.9)

土 14.7(10.8)

4.8(3.4)

1.8(1.3)

12 643.4(508.8)

月 28.4(22.1)

20.7(18.0)

2.4(1.7)

13 479.8(430.1)

火 14.8(15.0)

17.4(16.4)

1.6(1.4)

14 515.9(433.2)

水 17.0(15.6)

17.6(16.1)

1.4(1.1)

15 629.6(517.3)

木 23.9(20.6)

27.1(22.6)

5.3(4.0)

16 609.7(491.5)

金 25.3(21.3)

18.8(16.8)

2.9(2.1)

17
土

19 552.4(451.4)

月 21.3(18.4)

15.8(14.7)

2.9(2.1)

20 715.7(579.6)

火 25.4(21.7)

28.7(24.0)

1.6(1.2)

21 419.5(393.4)

水 15.5(15.7)

13.6(14.4)

1.6(1.4)

22 488.4(437.4)

木 17.4(17.5)

10.8(11.4)

2.2(1.7)

23 575.4(475.9)

金 18.2(16.5)

18.8(17.0)

1.6(1.3)

24 407.5(300.6)

土 14.4(10.6)

12.7(8.9)

1.1(0.8)

26 595.3(484.5)

月 30.0(24.7)

18.2(16.6)

2.5(1.8)

27 583.8(508.4)

火 26.0(23.0)

17.8(17.3)

2.7(2.1)

28 462.9(392.0)

水 17.7(16.1)

14.2(13.7)

2.7(2.0)

献  　立　  表 衣笠愛児園

クリスマス発表会

さつま芋のシチュー、お茶

豚肉のみそ丼
ワカメと長ねぎの清まし、バナナ

米、砂糖、油、片栗粉

ご飯、煮魚、炒りなます
けんちん汁

米、さつま芋、さといも、砂
糖、小麦粉、ごま油、白ごま

ぶり、牛乳、絹ごし豆腐、鶏
もも肉、ｽｷﾑﾐﾙｸ、煮干し、
バター

だいこん、人参、白菜、玉ね
ぎ、しらたき、ごぼう、マッ
シュルーム、ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ、しょ
うが

おにぎり(ゆかり・じゃこ)
お茶

バターロール、白菜グラタン
かぼちゃとﾌﾞﾛｯｺﾘｰのマヨ添え

ほうれん草と春雨のスープ

米、ロールパン、小麦粉、春
雨、油、白ごま

牛乳、鶏肉(もも皮なし)、
チーズ、脱脂粉乳、しらす干
し、バター

白菜、かぼちゃ、玉ねぎ、ﾌﾞ
ﾛｯｺﾘｰ、人参、ほうれん草、
焼きのり

牛乳

牛乳

豚肉、米みそ
玉ねぎ、ﾊﾞﾅﾅ、人参、赤ﾋﾟｰ
ﾏﾝ、チンゲンサイ、長ねぎ、
ｶｯﾄわかめ

お茶

ジョア、バナナ

クリスマスゼリー、お茶
【クリスマス】

人参ご飯、ツリーハンバーグ
ポテトサラダ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのスープ、みかん

じゃが芋、米、パン粉、油、
ごま油、砂糖

豚ひき肉、牛乳、脱脂粉乳

玉ねぎ、みかん（早生）、人
参、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、黄ﾋﾟｰﾏﾝ、み
かん缶、ﾎｰﾙｺｰﾝ缶、ﾊﾟｲﾝ
缶、いちご

牛乳

五平餅、お茶

【誕生会】　スパゲッティーミートソース
ほうれん草サラダ

白菜ミルクスープ、りんご

【冬至】
ご飯、春巻き、キャベツの磯あえ

かぼちゃと油揚げの味噌汁

米、油、春雨、片栗粉、白ご
ま、砂糖

ジョアマスカット、豚ひき肉、
米みそ、油揚げ、煮干し、牛
乳

キャベツ、ﾊﾞﾅﾅ、かぼちゃ、
人参、玉ねぎ、長ねぎ、あお
のり

牛乳

黒糖パン、揚げ魚の甘酢あんかけ
ブロッコリーとカリフラワーのドレ和え

大根スープ

黒糖パン、米、油、片栗粉、
すりごま(白)、砂糖

ご飯、カジキの地中海ソテー
大根とひじきのマリネ、なめこ汁

たら、米みそ、牛乳
玉ねぎ、だいこん、人参、ﾌﾞ
ﾛｯｺﾘｰ、ｶﾘﾌﾗﾜｰ、えのき、
しょうが、にんにく

牛乳

スパゲティー、小麦粉、油、
小麦粉、砂糖

牛乳、豚ひき肉、かにかま
ぼこ、脱脂粉乳、ホイップク
リーム

玉ねぎ、人参、ﾎｰﾙﾄﾏﾄ缶
詰、りんご、白菜、ほうれん
草、きゅうり、ｸﾘｰﾑｺｰﾝ缶、
ﾎｰﾙｺｰﾝ缶、ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ、ﾋﾟｰ
ﾏﾝ

牛乳

じゃこトースト、牛乳

カップケーキ、牛乳

ご飯、じゃが芋のそぼろ煮
きゅうりの甘酢和え、きのこ汁

じゃが芋、米、食パン、砂
糖、片栗粉、油、ごま油

牛乳、豚ひき肉、米みそ、煮
干し、しらす干し、粉ﾁｰｽﾞ

きゅうり、玉ねぎ、人参、な
めこ、しめじ、小松菜、ｸﾞﾘﾝ
ﾋﾟｰｽ、あおのり

牛乳

○さつま芋、米、油、片栗
粉、小麦粉、砂糖

○牛乳、かじき、米みそ、ツ
ナ油漬缶、煮干し、バター、
◎牛乳

きゅうり、なめこ、だいこん、
ほうれん草、人参、ひじき、
にんにく、しょうが

牛乳

焼きうどん、お茶

ツナサンド、牛乳

焼き芋、牛乳

カレーうどん、ワカメサラダ
みかん

干しうどん、食パン、油、砂
糖、片栗粉

牛乳、鶏肉(もも皮なし)、ツ
ナ油漬缶、油揚げ

みかん（早生）、玉ねぎ、
きゅうり、人参、ﾎｰﾙｺｰﾝ
缶、長ねぎ、ｶｯﾄわかめ

牛乳

三色丼、春雨のサラダ
豆腐と長ネギの清まし、りんご

米、ゆでうどん、春雨、油、
砂糖、片栗粉、ごま油

絹ごし豆腐、豚ひき肉、豚
肉、ちくわ、バター、かつお
節、牛乳

りんご、ほうれん草、ﾎｰﾙｺｰ
ﾝ缶、きゅうり、キャベツ、人
参、にら、長ねぎ、マッシュ
ルーム

牛乳

コーンフレークスナック
牛乳

ぶどうパン、肉団子の甘酢あん
さつま芋とりんごのサラダ

ワカメと人参玉ねぎのスープ

ぶどうパン、さつま芋、米、
パン粉、砂糖、片栗粉、油、
白ごま

豚ひき肉、油揚げ、牛乳
玉ねぎ、りんご、人参、きゅ
うり、チンゲンサイ、ｶｯﾄわか
め

牛乳 いなり寿司、お茶

ご飯、チキンカツ、野菜の塩昆布和え
油揚げと白菜の味噌汁

米、玄米フレーク、油、パン
粉、小麦粉

牛乳、鶏むね肉、米みそ、
油揚げ、バター、煮干し

キャベツ、白菜、きゅうり、人
参、塩こんぶ

牛乳

ツナパン、牛乳

ひじきご飯
じゃが芋と玉ねぎの味噌汁、バナナ

米、じゃが芋、砂糖、油
鶏肉(もも皮なし)、米みそ、
油揚げ、煮干し

ﾊﾞﾅﾅ、きゅうり、人参、玉ね
ぎ、ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ、ひじき

お茶

ご飯、すき焼き風煮（豆腐入り）
ブロッコリーとカリフラワーのおかか和え

ほうれん草の味噌汁

米、ホットケーキ粉、砂糖、
油

牛乳、木綿豆腐（水切り）、
豚肉、ツナ油漬缶、米みそ、
油揚げ、煮干し、かつお節

しらたき、玉ねぎ、ほうれん
草、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ、ｶﾘﾌﾗﾜｰ、人
参、いんげん

牛乳

茶まんじゅう、牛乳

炒め焼きそば
コロコロサラダ、みかん

焼きそばめん、ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝ
ｸﾞ、片栗粉、ﾒｰﾌﾟﾙｼﾛｯﾌﾟ、
油

牛乳、豚肉、なると、バター

もやし、みかん（早生）、白
菜、だいこん、人参、きゅう
り、玉ねぎ、ﾎｰﾙｺｰﾝ缶、ﾋﾟｰ
ﾏﾝ

牛乳 ホットケーキ、牛乳

ご飯、かじきとじゃが芋の揚げ煮
もやし・きゅうりのナムル、飛鳥汁

米、じゃが芋、小麦粉、油、
黒砂糖、片栗粉、砂糖、白
ごま、ごま油

牛乳、かじき、牛乳、絹ごし
豆腐、鶏肉(もも皮なし)、あ
ずき（乾）、米みそ

もやし、人参、きゅうり、白
菜、ごぼう、小松菜、えのき

牛乳

ミックスサンド、牛乳

チーズパン、ポークビーンズ
白菜とりんごのサラダ

コーンクリームスープ、ゼリー

ロールパン、米、油、砂糖、
白ごま、片栗粉

牛乳、豚肉、チーズ
玉ねぎ、白菜、ｸﾘｰﾑｺｰﾝ
缶、きゅうり、人参、りんご、
ﾎｰﾙﾄﾏﾄ缶詰、ﾎｰﾙｺｰﾝ缶

牛乳 鮭きゅうりご飯、お茶

ご飯、ユーリンチー、甘酢キャベツ
油揚げと大根の味噌汁

米、食パン、片栗粉、砂糖、
マーガリン、はちみつ、揚げ
油、ごま油、白ごま

牛乳、鶏もも肉、米みそ、油
揚げ、煮干し、

キャベツ、だいこん、きゅう
り、人参、りんご、長ねぎ、
しょうが

牛乳

【新メニュー】
ゴマクッキー、牛乳

マーボー丼、かぶのスープ、バナナ 米、砂糖、油、片栗粉
木綿豆腐、豚ひき肉、米み
そ

ﾊﾞﾅﾅ、かぶ、人参、にら、玉
ねぎ、長ねぎ、かぶ・葉

パンプキンパイ、牛乳

お茶

ご飯、かき揚げ、白菜のおひたし
麩と小松菜の清まし

米、小麦粉、油、白玉麩、す
りごま（白）

牛乳、えび（むき身）、しらす
干し

白菜、玉ねぎ、人参、いん
げん、ほうれんそう、小松菜

牛乳

きつねうどん
キャベツのツナマヨネーズ和え

みかん

牛乳、油揚げ、かまぼこ、ツ
ナ油漬缶

みかん（早生）、キャベツ、
かぼちゃ、小松菜、きゅう
り、ﾎｰﾙｺｰﾝ缶、干しぶど
う、ｶｯﾄわかめ

牛乳

日付 献立
材         料        名

午前間食 午後間食

キャベツと長芋のおとしやき
お茶

※栄養表示は平日は昼食と午後間食の合計。土曜日は昼食のみの表示です。　　　

香りご飯、大根のそぼろ煮
芋っこ汁、みかん

米、ながいも、さといも、小
麦粉、油、砂糖、白ごま、ご
ま油、片栗粉

絹ごし豆腐、豚肉、鶏ひき
肉、米みそ、米みそ、納豆、
煮干し、かつお節、牛乳

だいこん、みかん（早生）、
人参、キャベツ、小松菜、い
んげん、しめじ、長ねぎ

牛乳

干しうどん、ぎょうざの皮、
油、砂糖

にんじん

原産は中東といわれ、ヨーロッパに伝わった西洋系

とアジアに伝わった東洋系があり、一般に食べられ

ているのは西洋系の五寸にんじんです。生でも食べ

られ、炒めものやあえもの、煮込み料理と用途が幅

広く1年中出回っていますが、甘味や栄養が増すのは

秋から冬にかけてです。また、正月料理のお煮しめ

や雑煮に用いられる東洋系の金時にんじんは、西洋

にんじんより味が濃く、晩秋から冬にかけて旬を迎

えます。

西洋にんじん

金時にんじん


