
日 曜 未満児おやつ 昼食 午後おやつ
ねつやちからになる

もの
ちやにくになるもの

からだのちょうしを            
      ととのえるもの

1 木 おせんべい
デミグラスオムレツ マカロニサラダ 野菜スープ 牛
乳

マシュマロサンド 　　　　
麦茶

せんべい 精白米 ハヤシルウ  マカロ
ニ  マヨネーズ 食塩  コンソメリッツ マ
シュマロ いちごジャム 麦茶

オムレツ まぐろ油漬缶詰 普通牛乳
ぶなしめじ たまねぎきゅうり にんじんキャ
ベツ えのきたけ

2 金 ミニゼリーりんご
タンドリーチキンバーガー 豆サラダ オニオンスー
プ 　　　みかん 牛乳

おかかチーズ焼き 　　　
　麦茶

ミニゼリー ロールパン  調合油 カレー
ルウ   トマトケチャップ穀物酢 砂糖 
食塩  コンソメ  ご飯 かつお節 めんつ
ゆ ごま油 麦茶

鶏肉プレーンヨーグルト ミックスビー
ンズ 大豆普通牛乳 チーズ

おろししょうがきゅうり にんじん スイート
コーンたまねぎパセリ みかん

3 土 おせんべい たぬきうどん ミニゼリーぶどう せんべい うどん 揚げ玉 乾わかめ  
めんつゆ ミニゼリー

蒸しかまぼこ 長ねぎ

5 月 えびせん
塩唐揚げ ツナキャベツコールスロー なめこ味噌汁 
牛乳

カレーポップコーン 　　　
　　　麦茶

えびせん 精白米  片栗粉 浅漬けの
素 調合油   砂糖 食塩 マヨネーズ 穀
物酢  かつおだし 甘みそ にぼし ポッ
プコーン カレー粉 麦茶

若鶏ももまぐろ油漬缶詰充てん
豆腐 普通牛乳

キャベツ にんじん きゅうり なめこ長
ねぎ

6 火 ゴマビスケット
わかめごはん さば塩焼 切干し大根煮 みかん　　　　
　　麩の味噌汁 牛乳

あっぷるぱい🍏 　　　　　　　
　麦茶

ビスケット 炊き込みわかめ 精白米 い
りごま  調合油 濃口しょうゆ 砂糖  甘
みそ にぼしかつおだし パイ皮 グラ
ニュー糖 麦茶

さば塩焼さつま揚げ油揚げ 木綿豆腐 
釜焼きふ普通牛乳

切干しだいこん生しいたけ にんじん
みかん カットわかめ りんご缶詰

7 水 おせんべい 鶏のコーンフレーク焼き スパゲティサラダキノコスープ 牛乳
饅頭 　　　　　　　　　　　　
　　麦茶

せんべい 精白米  濃口しょうゆ にん
にく 砂糖 マヨネーズ コーンフレーク 
サラスパ ブイヨン 食塩 薄力粉 ベー
キングパウダー さらしあん 調合油 麦
茶

鶏もも ロースハム 普通牛乳
きゅうりにんじん えのきたけ ぶなしめじ 
パセリ  キャベツ

8 木 ビスケット カレイの照り焼き もやしときゅうりのゴマ酢和え切干大根の味
噌汁　牛乳

たこやき🐙 　　　　　　　　　　
麦茶

ビスケット 精白米  濃口しょうゆ みり
ん風調味料 砂糖 ロースハム 穀物酢 
すりごま   甘みそ かつおだし にぼし 
たこ焼き 濃厚ソース かつお節 あお
のり 麦茶

まがれい油揚げ 普通牛乳
りょくとうもやし きゅうり にんじん 切干し
だいこんはくさい ぶなしめじ あさつき

9 金 おせんべい 煮込み風うどん かき揚げ りんご 麦茶 フル―チェ せんべい うどん   かつおだし 野菜の
五色揚げ フル―チェ

豚肉  普通牛乳 だいこん にんじん 長ねぎりんご

10 土 おせんべい やきそば ミニゼリーオレンジ せんべい 焼きそば麺  中濃ソース 調
合油 ミニゼリー

にんじん りょくとうもやしキャベツ

12 月 ミニゼリーぶどう 白身魚の香草焼き キャベツチーズサラダ豆苗のスープ 牛乳
いももち 　　　　　　　　　　
　麦茶

ミニゼリー 精白米生パン粉 食塩  調
合油 穀物酢 コンソメ 緑豆はるさめ  
片栗粉 濃口しょうゆ 砂糖 みりん風調
味料 料理酒 麦茶

まがれいパルメザンチーズ ロースハ
ム普通牛乳 チーズ

パセリキャベツ きゅうり にんじん トウミョ
ウ たまねぎ

13 火 おせんべい
親子あんかけ丼 切干大根のマヨサラダ 　　　　　　　　　　　
　ワカメと豆腐の味噌汁 りんご 牛乳

オレンジケーキ 　　　　　　
　　麦茶

せんべい ご飯  マヨネーズ めんつゆ  
かつおだし 甘みそ にぼし 普通牛乳 
ホットケーキミックス オレンジジュース 
マーマレード 麦茶

鶏肉卵黄 かにかまぼこ充てん豆腐

たまねぎ 糸みつば切干しだいこん  
きゅうりわかめ  にんじん えのきた
け りんご

14 水 ゴマビスケット
しょうが焼き イカくんサラダ 高野豆腐の味噌汁 　
ジョア

ココアプリン
ビスケット 精白米   調合油 濃口しょう
ゆ 砂糖 みりん風調味料   穀物酢 塩
コショウ 甘みそ にぼし 顆粒和風だし 
プリン ピュアココア

ぶたかたロースいかくん製こうや
豆腐ジョア普通牛乳 ホイップク
リーム

たまねぎ おろししょうが きゅうりにん
じん キャベツ 生しいたけ 長ねぎ に
んじん

15 木 おせんべい
ミートソースパスタ レンコンのデリ風サラダ みかん 
牛乳

クレープ　　　　　　　　　　
　　　麦茶

せんべい スパゲティトマトケチャップ 
お好み焼きソース  調合油 塩コショウ 
砂糖 パルメザンチーズ 乾ひじき  め
んつゆ マヨネーズ   クレープ  麦茶

ぶたひき肉まぐろ油漬缶詰ホイップク
リーム 普通牛乳

にんじん たまねぎ ぶなしめじホールトマト れん
こんバナナみかん

16 金 マリービスケット 鮭の塩焼き キャベツとツナの和えもの けんちん汁ふりかけ 牛
乳

麩ラスク 　　　　　　　　　
　麦茶

ハードビスケット 精白米 食塩  めん
つゆ  かつおだし 濃口しょうゆ にぼし 
釜焼きふ 有塩マーガリン グラニュー
糖 麦茶

さけまぐろ油漬缶詰焼き竹輪  充
てん豆腐板こんにゃく 普通牛乳

キャベツにんじんきゅうりだいこん 
ごぼう さといも長ねぎ

17 土 おせんべい きつねうどん ミニゼリーりんご せんべい うどん   めんつゆ ミニゼ
リー

味付けいなり 長ねぎ にんじん ほうれんそう

19 月 クッキー 鯖のゴマみそ焼き 白菜のサラダ 豆腐としめじのすまし汁 牛乳
のりしおポテト 　　　　　　
　　麦茶

クッキー 精白米 砂糖 濃口しょうゆ 
甘みそ いりごまマヨネーズ めんつゆ 
かつおだし にぼし フライドポテト 食塩 
あおのり 調合油 麦茶

さば 木綿豆腐 普通牛乳
はくさい にんじん スイートコーン 糸
みつば ぶなしめじ

20 火 おせんべい 焼肉 海苔和え かぶの味噌汁 みかん 牛乳
豆腐ゴマ団子 　　　　　
　麦茶

せんべい 精白米  やきにくのたれ 調
合油  ほしのり めんつゆ   かつおだし 
豆みそ にぼし 上新粉濃口しょうゆ 砂
糖 みりん風調味料 ごま 麦茶

ぶたかたロースたまねぎ油揚げ 
充てん豆腐 木綿豆腐

にんじん こまつな りょくとうもやしか
ぶ みかん 普通牛乳

21 水 クラッカー 白身魚のカレームニエル 大根サラダ ＡＢＣスープ 麦茶 フルーツヨーグルト
クラッカ－ 精白米 薄力粉  片栗粉 カ
レー粉 調合油   和風ドレッシングタイ
プ  ブイヨン マカロニ・スパゲティ 麦茶

かれいまぐろ油漬缶詰  プレーン
ヨーグルト

だいこん きゅうり にんじんキャベツ 
たまねぎみかん缶詰 バナナ白桃缶

22 木 オレンジゼりー 餃子 バンサンスー 八宝菜 キャンディチーズ 牛乳
ピザトースト 　　　　　　　　
　麦茶

せんべい 精白米  緑豆はるさめ  穀
物酢 砂糖 濃口しょうゆ ごま油 中華
だし ウスターソース 片栗粉 食パン  
ピザソース麦茶

ぎょうざさくらえび 豚肉とろけるチーズ 
ウインナーソーセージ普通牛乳 プロ
セスチーズ

きゅうり にんじん はくさい ぶなしめじ  りょくとう
もやし たけのこ 長ねぎおろししょうが ピーマン  
たまねぎ

23🎅 金 クッキー チキンライス オムライス風 エビフライ ブロッコリーの三色サラ
ダ 　　　コンソメスープ 牛乳

クリスマスカップケーキ 　　　
　麦茶

せんべい 精白米  トマトケチャップ ト
マトソース 調合油  中濃ソースフレン
チドレッシング  コンソメホットケーキ
ミックス ピュアココア チョコレートシ
ロップ いちご 麦茶

鶏もも鶏卵 エビフライ 普通牛乳  ホ
イップクリーム

たまねぎ にんじん ブロッコリー ス
イートコーンパセリ

24 土 おせんべい やきそば ミニゼリーオレンジ
せんべい 焼きそば麺  中濃ソース 調
合油 ミニゼリー にんじん りょくとうもやしキャベツ

26 月 季節の野菜
カレイのパン粉焼き きゃべつサラダ ひよこ豆のスープ 牛
乳

もちもちチーズパン　　　　
　麦茶

ミニゼリー 精白米 濃口しょうゆ カ
レー粉 パン粉  オリーブ油   和風ド
レッシングタイプ  コンソメ  麦茶 ホット
ケーキミックス 白玉粉  麦茶

 まがれいロースハム 普通牛乳パルメ
ザンチーズ

パセリキャベツ きゅうりコーン缶詰
粒ひよこ豆 たまねぎ にんじん

27 火 おせんべい ポークカレー 大根の塩昆布和え りんご ジョア カスタードプリン おせんべい 精白米 カレールウ 調合
油 塩昆布 いりごま 浅漬けの素 ぶたロース ジョア

たまねぎ じゃがいも にんじん 福神
漬 だいこん  りんご

28 水 ミニゼリーぶどう ソースカツ丼 ゆかり和え2 もずく汁 みかん 牛乳
ロールケーキ 　　　　　　　
麦茶

精白米 ウスターソース 濃口しょうゆ 
みりん風調味料 砂糖 料理酒   かつ
おだし 食塩   スポンジケーキ  チョコ
スプレー

チキンカツ 蒸しかまぼこ普通牛乳ホ
イップクリーム

甘酢しょうが りょくとうもやし きゅうり 
にんじんゆかり おきなわもずく にん
じん糸みつば みかん

  

令和4年度 　　　　　                       　　　　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　吉岡町第四保育園

未満児　エネルギー：462Kcal　タンパク質：18.8ｇ　脂質：15.6ｇ　カルシウム：216ｍｇ　鉄：2.5ｍｇ　塩分：1.7ｇ

以上児　エネルギー：533Kcal　タンパク質：23.0ｇ　脂質：18.1ｇ　カルシウム：248ｍｇ　鉄：2.1ｍｇ　塩分：2.1ｇ

◎献立は園の都合により変更することがあります。

12月の献立

クリスマス献立


