
令和　2年12月 予定献立表(一般)　　　　　可愛保育園

日 �曙 �昼食献立名 �午後おやつ 献立名 �主な材料の体内での働き ����栄賽価 乳児　主食 乳児"幼児副食 ��血や肉となる �働く力や熱と 　なる �体の調子を整 えるもの �調味料・その他 �乳児 �幼児 

補食 

1 �火 �ごほん �牛乳 �かじきまぐろ �よいが摘米油 �玉ねぎパセリ �塩.こしょう �534kca �446kcai 魚のグラタン �りんごジャムパン �粉チーズ � �切干し大根,人参 �カレー粉 �たんばく貸 �たんばく質 

15 ��切干し大根の和え物 ��味噌 �パン粉.砂糠 �きゅうり.もやし �難 しょう油 だし汁 �19.4g �19.Og 味噌汁(えのきだけ"白菜) ��牛乳 �パターロール りんごジャム �白菜 ��脂質 18.8g �脂質 20.7g 

ヨーグルト 

2 �水 �ごほん �のむヨーグルト �豚挽肉 �はいが精米,油 �玉ねぎ牛糞汁 �塩,こしょう �563kcaI �411kcai 

シューマイ �貴名粉クッキー 100%ルコツユース �味噌、貴名粉 �かたくり粉 �冷凍グリンピース,人参 �しょう油,水 �たんばく賞 �たんばく質 

きのこの野菜炒め ��卵 �小麦粉 �しめじ小松菜 �だし汁 �20.9g �17.9g 

味噌汁(大根"わかめ) ��ジョアマスカット �パター �大根,生わかめ �B・P �脂　質 �脂　質 

りんご �ハーベスト �牛乳(乳児のみ) �砂糖 �りんご ��19.Og �17.5g 

3 �木 �ごほん �牛乳 �綿豆腐.豚挽肉 �はいが描米.油 �人参,長ねぎ �水 �524kcaI �413lくCa) 豆腐ハンバーグ �いりこ �油あげ �パン粉砂糖 �もやし �塩 �たんばく質 �たんばく質 

17 ��ひじきのナムル �干いも �味噌 �小麦粉.胡麻油 �干ひじき �しょう油 �21.Og �20.9g 味噌汁(里芋"油あげ) �胡麻入りビスケット �牛乳 �里芋干し芋 �きゅうり �酢 �脂　質 �脂　質 

みかん �バウムクーヘン �いりこ �アスパラビスケット �みかん �だし汁 �16.7g �17.2g 

4 �金 �ロールパン �牛乳 �豚もも肉 � �人参,玉ねぎ �水,コンソメ �529kcaI �447kcal じゃがいものカントリー煮 �手作りふりかけおにぎり �鶏もも肉(皮つき) �油.バター �ブロッコリー � �たんばく質 �たんばく質 

18 ��ブロッコリーのマヨネーズ添え ��牛乳 �砂糖,マヨネーズ �小松菜 �鶏ガラス一才塩 �22.3g �20.5g 春雨スープ ��ちりめんじゃこ � �りんご �こしょう �脂質 17.9g �脂質 16.Og 

りんご �クッキー �花かつお �胡麻油,白胡麻 �苗のり �しょう油 

5 �土. �胡麻塩おにぎり �牛乳 �豚もも肉 �はいが諦米 �長ねぎ �塩 だし汁 �495kcaI �399kcaI 豚肉の味噌炒め �マカロニのあべ川 �味噌 �黒胡麻 �人参 ��たんばく質 �たんばく質 

19 ��里芋の煮物 ��絹豆癌 �砂鴇、油 �冷凍グリンピース �しょう油 �22.9g �23.1g 清汁(豆腐・えのきだけ・人参) ��牛乳 �里芋 �えのきだけ ��脂　質 �脂　質 
みかん ��貴名粉 �マカロニ �みかん ��14.1g �14.3g 

7 �月 �カレー(ライス) �牛乳 �豚もも肉 � �人参 �カレー粉,水 �566kcaI �475kcai れんこんの酢の物 �かぼちゃプリン �スキムミルク �油バター �玉ねぎ �コンソメ,ケチャップ �たんばく質 �たんばく賞 

21 ���クラッカー �牛乳 �小麦粉 �れんこん �中濃ソース �18.5g �18.6g 100%ルコツユース �豆乳 �砂漣 �きゅうり �塩 酢 �脂　質 �脂　質 

ルヴァン �ゼラチン �ルヴァンクラシカル �かぼちゃ ��15.9g �17.5g 

8 �火 �ジャムサンド �牛乳 �卵,粉チーズ �食パンバター �ほうれん草,人参 �塩 こしょう 水 コンソメ �486kcal �378kcaI 青菜とチーズのオムレツ �お麹のラスク �鶏挽肉 �いちごジャム.油 �きゅうり.白菜 ��たんばく質 �たんばく質 

22 ��ポテトサラダ �みかん �まぐろ油煮缶 � �ホールコーン缶 ��19.5g �16.9g 白菜のクリームスープ ��スキムミルク 牛乳 �かたくり粉.怒 砂糖 �パセリ みかん ��脂質 21.9g �脂質 20.4g 

ぽたぽた焼き 

9 �水 �ごi �而 �ししゃもむきかれい �はいが語米.小麦粉 パン粉.油 �プロ・・ゴ)-人 �塩‾し　‾ � � 

」 魚のフライ 枇り野‾のどクレ風 �子 あんかけ焼きそば �卵 ��ソ ホールコーン缶,大根 な‾ �,」よっ 酢.たし汁 �533kcai たんばく質 �472kcal たんばく質 

彩r釆)ス 味噌汁(大根・なめこ) �チーズ �味噌 牛乳 �砂鴻 蒸中華麺 �よめ」,みかん 玉ねぎ干しいたけ �水 コンソメ �23.」g 脂質 �20.7g 脂質 

みかん �サブレ �豚もも肉 �かたくり粉 �さやえんどう �しょう油 �17.7g �23.2g 

10 �木 �ごほん �牛乳 �豚もも肉.大豆 �はいが粒米 油 砂粒 �ごぼう �しよう粗 酒 �501kcal �413kcai 肉」ぽっ �レーズンロール �花かつお ��人参 ��たんばく質 �たんばく質 

24 ��キャベツのおひたし ��生あげ ��さやいんげん �だし汁 �19.5g �19.8g 味噌汁(生揚げ"さつま芋) ��味噌 �さつま芋 �キャベツ ��脂　質 �脂　質 

りんご �ヨーグルト �牛乳 �レーズンロール �りんご ��13.4g �14.4g 

11 �金 �ごほん �牛乳 �豚もも肉 �はいが語米油 �人参.玉ねぎきゅうり �だし汁 �502kc剖 �、402kc舌i 中華風煮込み �フライドポテト �繍豆腐 �砂糖,かたくり粉 �干しいたけ.白菜 �しょう油 塩 酢 �たんばく賞 �たんばく質 

25 ��甘酢和え ��油あげ �胡麻油 �冷凍ダノンピース ��18.9g �18.2g 味噌汁(豆腐・油あげ・もやし) ��味噌 �白胡麻 �ホールコーン缶,もやし ��脂　質 �脂　質 

みかん �バウムクーヘン �牛乳 �じゃがいも �みかん.青のり ��18.8g �20.Og 

12 �土 �ごほん �牛乳i亀 �鶏もも肉(皮なし) �はいが描米.油 �人参 �しょう油 �525kcal �416kcai 凍豆腐の卵とじ煮 �おかかごほん �卵 �砂糖 �さやえんどう �だし汁 塩 �たんばく貨 �たんばく質 

26 ��じゃが芋の味噌炒め ��凍り豆腐、味噌 �じゃがいも 怒 白胡麻 �長ねぎ ��20.5g �19.3g 清汁(怒"長ねぎ) りんご ��牛乳 花かつお ��りんご ��脂質 142g �脂質 14.5g 

14 �月 �のつぺいうどん(汁) �牛乳 �鶏もも肉(皮なし) �乾麺,里芋 �人参.大根 �だし汁,塩 �502kcal �456kcal 鶏挽肉のつくね焼き �黒磯パン �油あげ �油,かたくり粉 �板こんにゃく,長ねぎ �しょう油,水 �たんばく貿 �たんばく賞 

28 ��まつれん草の胡麻和え ��鶏挽肉 �オートミール,砂越 �まうれん草 �こしょう �22,Og �22.3g りんご ��牛乳 卵 �白胡麻.小麦粉 �もやし �みりん �脂　質 �脂　質 

ゼリー ��黒砂聴 �りんご �日"P �15.5g �16,9g 

16 �水 �ごほん �牛乳 �豚レバー � �ほうれん草 �しょう油 �567kcai �472kcaI 

レバーのカレー揚げ スピナチサ‾ダ �黒糖ポーロ �まぐろ油煮缶 �油.白胡麻 　○く �人参 �カレー粉 �たんばく賞 �たんばく質 

フ 味噌汁(じゃがいも"わかめ) �100%リンゴゾユニス �味噌 牛乳 卵 �砂糖,じゃわいも 小麦粉,黒砂粒臆 �生わかめ りんご �酢 だじ十 �21.4g 脂質 �20.7g 脂質 

りんご �ハーベスト ��マ一升ノン ��B"P �20.2g �21.5g 

23 �水 �野菜ピラフ �牛乳 �鶏もも肉(皮つき) �はいが滞米 油 じゃがしも、小麦粉 �人参,玉ねぎ、みかん �塩,こしょう �489kcaI �543kcai 

ローストチキン �バナナ蒸しケーキ �蓮手羽元(*1.43) ���水コンソメ �たんばく賞 �たんばく質 

リースサラダ ��牛乳 ��もやし.ブロッコリー �しょう油 �18.8g �22.3g 

コンソメジュリアン みかん ��卵、豆乳 �砂糖 �キャベツ、セロリ、大根 �みりん 酢 �脂質 17.6g �脂質 18.8g 

※幼児は冨 ��小食給食のため、主食分の栄養価が含まれていません。　※(参考)幼児の主食は胚芽精米50gを目安量としています。 
※参考献立の幼児栄養価表示は主食が含まれています。

アレルギー等に配慮し、使用食材を呪記しています。各家庭で御確認ください。


