
2019年12月 柏みどりこども園

エネルギー(kcal)

たんぱく質 (g)
脂質 (g)
塩分 (g) 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

621

22.9

19.7

2

594

27.4

16.2

2.1
※コップ持参 640

チキンカレーライス 17.8

マカロニサラダ 22.1

牛乳 1.8

豚丼            619 もやし、たまねぎ、きゅうり、にんじん

野菜のごま和え 27 だいこん、ねぎ、ごぼう、あさつき、

さつま汁 19.2 しょうが

2.1

ごはん 593

鶏肉のみそ漬け焼き 8.5

野菜のおかか和え・粉ふき芋 13.1

すまし汁（大根・えのき・わかめ・長葱） 1.6

ごはん 659

チキンビーンズ 21.8

クラッカーサラダ 14.8

コンソメスープ 1.4

ビビンバ丼 593

バンサンスー 21.5

わかめスープ(わかめ・豆腐・あさつき・ごま） 19.8

バナナ 2.1

ごはん 624

鶏肉の照り焼き 28.5

厚揚げの煮物・キャベツとじゃこの酢和え 20.2

みそ汁（たまねぎ・わかめ・麩） 1.9

ごはん 506

鮭の幽庵焼き 25.1

大根と豚肉の煮物 11.2

みそ汁（小松菜・油揚げ・えのき） 1.6

カラフルピラフ 545

鶏のから揚げ 8.3

白菜のサラダ・コンソメスープ 13.3

レモンケーキ 1.5

マーボー豆腐丼 550

春雨サラダ 17.3

中華スープ（わかめ・にんじん・ 長ネギ・ごま・ごま油） 14.5
1.4

ごはん 657

かしわ天 30.7

五目豆・ほうれん草のおかか和え 20.6

みそ汁（豆腐・わかめ・ねぎ・えのき） 2.1

しらすとほうれん草のスパゲッティー 507

コーンサラダ 21.5

野菜スープ（えのき・玉葱・にんじん） 11.4

2

ごはん 574

たらのみそマヨネーズ焼き 21.5

野菜のそぼろ炒め 14.6

すまし汁（豆腐・えのき・あさつき） 2.1

ごはん 591

肉豆腐 32

チンゲン菜のじゃこ炒め 13.7

みそ汁（だいこん・油揚げ・えのき） 2.5

ごはん 622

豚肉の香味炒め 28.5

かぼちゃサラダ 18.6

みそ汁（白菜・たまねぎ、あさつき） 2.4

ごはん 666

ミートローフ 22

スパゲッティーサラダ 23.3

オニオンスープ 1.3

みそ煮込みうどん 522

もやしのごま酢あえ 21.6

みかん 16.3

2.4

ごはん 546

タンドリーチキン 25.1

コールスローサラダ 13.6

サイコロスープ（人参・玉葱・じゃが芋・あさつき） 1.8

しらすごはん 593

松風焼き 25

野菜のしそあえ 20.6

みそ汁（麩・玉葱・だいこん・あさつき） 1.8

日付 献立
材         料        名 ( ●は午後おやつ)

3時おやつ

※午前保育の日は1号の給食はありません

こまつな、、にんじん、だいこん、たまね
ぎ、えのき、あさつき、ひじき、●バナナ

牛乳、
バナナケーキ

4 (水)

米、じゃがいも、小麦
粉、●三温糖、油、押
麦、マカロニ、三温糖

●牛乳、鶏もも肉（皮
付き）、牛乳、ツナ油
漬缶、バター

●オレンジ濃縮果汁、たまねぎ、にんじ
ん、キャベツ、きゅうり、●粉かんてん、
にんにく、しょうが

麦茶、
オレンジゼリーとク
ラッカー

5(木)

米、●食パン、さつまい
も、板こんにゃく、三温
糖、●グラニュー糖、
油、すりごま

●牛乳、豚肉(もも)、
鶏もも肉（皮付き）、
米みそ（淡色辛み
そ）、油揚げ、●バ
ター

牛乳、
ラスク

6 (金)

米じゃが芋、●スパゲ
ティ、三温糖、●油

●牛乳、鶏もも肉、●
ツナ油漬缶、大豆水煮
缶、米みそ（淡色辛み
そ）、かつお節

キャベツ、もやし、だいこん、えのきた
け、ねぎ、●にんじん、にんじん、●たま
ねぎ、きゅうり、●ピーマン、カットわか
め

牛乳、
スパゲッティーナポリ
タン

9 (月)

●米、米、じゃがいも、
油、三温糖

●牛乳、鶏もも肉（皮
付き）、大豆水煮缶

キャベツ、たまねぎ、にんじん、えのきた
け、コーン（冷凍）、きゅうり、ピーマン

牛乳、
ゆかりごはん

10
(火)

米、●ホットケーキ粉、
はるさめ、●油、油、三
温糖、ごま、ごま油

●牛乳、豚ひき肉、
木綿豆腐、ツナ油漬
缶、淡色みそ

キャベツ、たまねぎ、もやし、チンゲンサ
イ、にんじん、きゅうり、切り干しだいこ
ん、あさつき、カットわかめ、にんにく、
バナナ

牛乳、
ホットケーキ

11
(水)

米、●マカロニ、●三温
糖、三温糖、焼ふ、片栗
粉

●牛乳、鶏もも肉（皮
付き）、じゃこ、生揚
げ、米みそ（淡色辛み
そ）、●きな粉

たまねぎ、だいこん、にんじん、こまつ
な、キャベツ●干しぶどう、しょうが、し
めじ、グリンピース（冷凍）、わかめ

牛乳、
あべかわマカロニ

12
(木)

米、●食パン、三温糖 ●牛乳、さけ、豚肉(も
も)、米みそ（淡色辛み
そ）、油揚げ

だいこん、こまつな、にんじん、えのきた
け、●いちごジャム、グリンピース（冷
凍）、レモン果汁、干ししいたけ

牛乳、
いちごジャムサンド

13
(金)

米、●三温糖、油、三温
糖、小麦粉

鶏もも肉、ベーコン、
ツナ油漬缶、油●牛乳

●りんご濃縮果汁、はくさい、にんじん、
たまねぎ、チンゲンサイ、かぼちゃ、きゅ
うり、コーン（冷凍）にんにく、しょう
が、レモン●粉かんてん

牛乳、りんごゼリーと
クラッカー

16
(月)

●さつまいも、米、はる
さめ、油、片栗粉、ご
ま、ごま油、三温糖

●牛乳、木綿豆腐、豚
ひき肉、ツナ油漬缶、
米みそ（淡色辛みそ）

キャベツ、にんじん、たまねぎ、もやし、
にら、きゅうり、ねぎ、グリンピース（冷
凍）、干ししいたけ、わかめ、にんにく、
しょうが

牛乳、
ふかしさつま芋

17
(火)

米、●小麦粉、●油、小
麦粉、●三温糖、油、●
片栗粉、三温糖

●牛乳、鶏むね肉、
木綿豆腐、大豆水煮
缶、米みそ（淡色辛み
そ）、ちくわ、かつお
節

にんじん、えのきたけ、ねぎ、ほうれんそ
う、もやし、ひじき、グリンピース（冷
凍）、わかめ

牛乳、
クッキー

18
(水)

スパゲティ、●米、油、
●油、三温糖

●牛乳、しらす
（生）、●鶏ひき肉

キャベツ、たまねぎ、ほうれんそう、にん
じん、きゅうり、えのきたけ、●にんじ
ん、しめじ、コーン（冷凍）、●ピーマ
ン、●ねぎ、●干ししいたけ、にんにく

牛乳、
五目チャーハン

19
(木)

米、●片栗粉、●三温
糖、●黒砂糖、マヨネー
ズ、油

●牛乳、たら、木綿豆
腐、豚ひき肉、●きな
粉、米みそ（淡色辛み
そ）

もやし、キャベツ、たまねぎ、えのきた
け、にんじん、あさつき、しょうが、あお
のり

牛乳、
黒糖くず餅

米、●強力粉、しらた
き、●三温糖、●油、三
温糖、油

●牛乳、豚肉(もも)、
焼き豆腐、●ヨーグル
ト(無糖)、米みそ（淡
色辛みそ）、●チー
ズ、しらす干し、油揚
げ

チンゲンサイ、もやし、にんじん、だいこ
ん、たまねぎ、えのきたけ、あさつき

牛乳、
チーズパン

●ぶどう濃縮果汁、かぼちゃ、たまねぎ、
はくさい、あさつきもやし、きゅうり、に
んじん、にら、コーン缶、●粉かんてん、
カットわかめ、しょうが

牛乳、
ぶどうゼリーとクラッ
カー

※仕入れの都合により献立を変更することがあります。ご了承ください。

25
(水)

ゆでうどん、●米、三温
糖、さつま芋、●油、ご
ま

●牛乳、鶏もも肉（皮
付き）、●鶏ひき肉、
米みそ（淡色辛み
そ）、油揚げ、ツナ油
漬缶、ちくわ

もやし、はくさい、にんじん、ねぎ、●た
まねぎ、●にんじん、●グリンピース（冷
凍）

牛乳、
チキンライス

27(金)

●じゃがいも、米、パン
粉、油、三温糖、けしの
実

●牛乳、鶏ひき肉、木
綿豆腐、米みそ（淡色
辛みそ）、大豆水煮
缶、●バター、油揚
げ、しらす干し

たまねぎ、もやし、キャベツ、にんじん、
ねぎ、きゅうり、あさつき、●あおのり、
あおのり

牛乳、
鶏ごぼうごはん

23
(月)

米、●三温糖、マヨネー
ズ、油、三温糖

●牛乳、豚肉(もも)、
米みそ（淡色辛みそ）

24
(火)

米、●小麦粉、●三温
糖、スパゲッティー、パ
ン粉、●油、油、三温
糖、マヨネーズ

●牛乳、豚ひき肉、木
綿豆腐、ハム

たまねぎ、にんじん、キャベツ、きゅう
り、コーン（冷凍）、グリンピース（冷
凍）

牛乳、
ココアケーキ

20
(金)

牛乳、
じゃがバター

牛乳、
きな粉トースト

26
(木)

米、●食パン、じゃがい
も、●グラニュー糖、
油、三温糖

●牛乳、鶏もも肉、●
バター、●きな粉

キャベツ、にんじん、きゅうり、たまね
ぎ、あさつき、レモン果汁、にんにく

献　　　立　　　表 

3(火)

ごはん
鰆の照り焼き
切り干し大根の煮物
みそ汁（キャベツ・わかめ・あさつき）

米、●米、三温糖、油、
●三温糖

●牛乳、さわら、油揚
げ、米みそ（淡色辛み
そ）、大豆水煮缶、
●鶏ひき肉

キャベツ、にんじん、切り干しだいこん、
●ごぼう、あさつき、グリンピース（冷
凍）、●グリンピース（冷凍）、しょう
が、カットわかめ

2(月)

ごはん
ひじきハンバーグ
青菜としらすの煮浸し
みそ汁（大根・油揚げ・あさつき）

米、●小麦粉三温糖、
油、、三温糖、パン粉、
油

●牛乳豚ひき肉、木綿
豆腐、しらす、油揚
げ、米みそ（淡色辛み
そ）

誕生月特別メニュー

※旧給食はグレーに色付けがある日です グレーの日以外はお弁当を持ってきてください
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