
3歳未満児

しるこサンド そぼろにゃく丼　　フルーツ マーブルケーキ

牛乳 のっぺい汁　　いりこ 牛乳

ビスケット 鶏のから揚げ　　レタス　　いりこ うどん

牛乳 ほうれん草のおろし和え　　きのこのスープ お茶

お菓子 肉じゃが　　酢のもの お菓子

牛乳 麩の味噌汁 牛乳

ミルクサンド 魚のみぞれ煮　　ブロッコリーのピーナッツバター和え 抹茶蒸しパン

牛乳 キャベツの味噌汁　　いりこ 牛乳

チーズ 鶏肉の野菜焼き　　鶏とひじきのサラダ 煮豆・せんべい

牛乳 たぬき汁　　いりこ お茶

ボーロ 豚肉の甘酢炒め　　ポテトとツナの含め煮 お好み焼き

牛乳 白菜のスープ　　いりこ　 牛乳

クラッカー 麻婆豆腐　　もやしのナムル コーントースト

牛乳 ワンタンスープ　　いりこ 牛乳

スティック カレーライス　　キャベツのドレ和え きな粉サブレ

牛乳 フルーツ　　福神漬け　　いりこ 牛乳

お菓子 南瓜の挽肉フライ　　小松菜とじゃこのサラダ お菓子

牛乳 肉団子スープ 牛乳

せんべい 鮭のチャンチャン焼き　　ブロッコリーの黒ごま和え 大豆の甘辛揚げ

牛乳 すまし汁　　いりこ 牛乳

クッキー ミートグラタン　　ゼリー わかめおにぎり

牛乳 カミカミサラダ　　いりこ お茶

ウエハース 竹輪のチーズ揚げ　　レタスとカニカマのサラダ ちんすこう

牛乳 タイピーエン　　いりこ 牛乳

しるこサンド 親子丼　　フルーツ いももち

牛乳 けんちん汁　　いりこ 牛乳

ビスケット 鶏肉の梅肉焼き　　人参甘煮　　いりこ 黒糖蒸しパン

牛乳 酢の物　　南瓜の味噌汁 牛乳

ミルクサンド 魚のタンドリー焼き　　ミックスベジタブルソテー マシュマロコーン

牛乳 スパゲティサラダ　　キャベツのスープ　　いりこ 牛乳

チーズ 豆腐のふんわりあんかけ　　もやしのちりめん和え 大学芋

牛乳 かきたま汁　　いりこ 牛乳

ボーロ チーズボール

牛乳 ヤクルト

クラッカー 豚丼　　フルーツ 南瓜クッキー

牛乳 根菜汁　　いりこ 牛乳

スティック ミートローフ　　クリスマスツリーサラダ リースパン

牛乳 豆乳スープ　　いりこ 牛乳

お菓子 鶏肉の照焼き　　白菜とハムのサラダ お菓子

牛乳 えのきのスープ 牛乳

せんべい 魚のきのこソースかけ　　南瓜のカレー和え 子ぎつねご飯

牛乳 竹輪のすまし汁　　いりこ お茶

クッキー ピラフ　エビフライタルタルソースかけ　ミニトマト　 パフェ

牛乳 カリコリサラダ　コーンスープ　　ゼリー ジュース

ビスケット 鶏肉のケチャップ煮　　ツナサラダ バナナマフィン

牛乳 小松菜スープ　　いりこ ヤクルト

冬至ってなに？ 　毎年12月22日頃を「冬至（とうじ）」と言います。冬至

は、1年のなかでいちばん昼の時間が短く、夜の時間が長い日

です。昔の人々は生命の終わる時期だと考えていたそうです。

その厄を払うために冬至にかぼちゃを食べ、冬至風呂（柚子

湯）に入ってからだを温め、無病息災を祈っていました。

今年の冬至は12月22日です。

ご家庭でもかぼちゃを使ったメニューを

取り入れてみてはいかがでしょうか。

　日に日に空気が冷たく感じる今日この頃、子どもたちの吐く息も白くなりました。１

２月はクリスマスにお正月休みと、楽しみがいっぱい。子どもたちは待ちきれない！と

いった様子で、毎日ワクワク・ソワソワしているようです。普段の食事に気を配りなが

ら、風邪に負けないからだ作りをして、年末年始を楽しく過ごしましょう。

　冬野菜を食べよう！　冬野菜にはからだを温める作用があると言われていま

す。暖房や衣類でからだを温めても、からだの中が冷えていると抵抗力が低下してしまいま

す。上手に旬の冬野菜をとりからだの中から温まりましょう。

●からだを温める野菜・・・根菜類やいも類、葉菜類で、土の中や表面で栽培され、冬に採

れる野菜です。例えば…ごぼう、だいこん、さつまいも、小松菜、ほうれん草など

●からだを温める野菜の特徴は・・・水分の含量が多く、水の比熱作用による悪影響が出に

くいです。たんぱく質がエネルギーになる助けとなるミネラルを多く含み、繊維質のものが

多く、便秘解消にもなります。抵抗力を高めるビタミンＣや血行を良するビタミンＥが豊富

に含まれています。
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鮭　みそ　竹輪 米　砂糖　ごま　 キャベツ　たまねぎ　にんじん　ピーマン

こまつな　にんじん　ニンニク

しらす干し　牛乳 油 コーン　たまねぎ

米　ごま

豆腐　鶏ひき肉　しらす干し　卵 米　パン粉　砂糖　片栗粉 たまねぎ　ひじき　しいたけ　にんじん

かまぼこ　いりこ　牛乳 油　さつまいも　ごま ほうれん草　もやし　きゅうり　レモン　小ネギ

白身魚　ヨーグルト　ハム 米　パン粉　油　スパゲティ　マヨネーズ トマトケチャップ　にんにく　ミックスベジタブル

ウインナー　いりこ　牛乳 コーンフレーク　マシュマロ　ソイレブール

にんにく　たまねぎ　にんじん　コーン　バナナ

いりこ　牛乳　ヤクルト 小麦粉　ソイレブール きゅうり　コーン　キャベツ　こまつな　えのきたけ

竹輪　チーズ　卵　カニカマ 米　小麦粉　油 青のり　レタス　きゅうり　にんじん

豚肉　うずらの卵　いりこ　牛乳 春雨　砂糖　ラード キャベツ　たまねぎ　きくらげ

鶏もも肉　かまぼこ　卵　豆腐　きな粉 米　砂糖　ごま油 たまねぎ　にんじん　ネギ

油揚げ　みそ　いりこ　牛乳 さつまいも　白玉粉 だいこん　干しいたけ　オレンジ

鶏もも肉　しらす干し　油揚げ 米　砂糖　ごま 梅干し　にんじん　きゅうり　わかめ

いりこ　牛乳 小麦粉　ソイレブール　片栗粉 だいこん　ごぼう　バナナ

生クリーム　いりこ　牛乳 ゼリー　コーンフレーク

日 曜 昼　　　　　　　食 ３時のおやつ

食品名

午前のおやつ
あか き みどり

体を大きくする エネルギーのもとになる 体の調子を調える

きゅうり　りんご　コーン　クリームコーン　ジュース　バナナ

ハム　牛乳 油 えのきたけ　たまねぎ　にんじん

豆乳　いりこ　スキムミルク　牛乳 小麦粉　砂糖　ソイレブール きゅうり　はくさい　小ネギ　トマトケチャップ

鶏挽肉　油揚げ　いりこ マヨネーズ　砂糖 かぼちゃ　きゅうり　にんじん　わかめ　小ネギ　しょうが

ウインナー　エビフライ　卵　スキムミルク 米　油　マヨネーズ ミックスベジタブル　たまねぎ　らっきょう漬　ミニトマト　れんこん　にんじん

白身魚　ハム　竹輪 米　小麦粉　片栗粉 たまねぎ　しいたけ　えのきたけ　しめじ　ネギ　赤ピーマン

えのきたけ　たまねぎ　キャベツ　にんじん　だいこん　ネギ

鶏もも肉　シーチキン　竹輪

きゅうり　にんじん　キャベツ　たまねぎ

豚肉　油揚げ　きな粉 米　油　砂糖　さといも たまねぎ　にんじん　しめじ　ネギ

鶏もも肉 米　砂糖 はくさい　きゅうり　コーン

合挽肉　豆腐　卵　ハム 米　片栗粉　じゃがいも　マヨネーズ たまねぎ　にんじん　いんげん　ミニトマト　ブロッコリー

いりこ　牛乳 砂糖　小麦粉　片栗粉　グラニュー糖

みそ　いりこ　牛乳 ごま油　ワンタン　食パン　マヨネーズ もやし　きゅうり　しいたけ　ニラ　コーン　クリームコーン

豚挽き肉　豆腐　豚肉 米　砂糖　片栗粉　ごま　

みそ　いりこ　牛乳

さつま揚げ　金時豆　いりこ　牛乳　

いりこ　牛乳 パン粉　マヨネーズ　ゼリー トマト　キャベツ　きゅうり　コーン　わかめ

ミックス粉　黒砂糖 かぼちゃ　たまねぎ　ニラ　レーズン

にんじん　キャベツ　たまねぎ　えのきたけ

米　片栗粉　砂糖　ごま油　油

かまぼこ　大豆　いりこ　牛乳 さつまいも　油　 しめじ　ブロッコリー　ほうれん草　小ネギ

きゅうり　コーン　りんご　福神漬

牛肉　カニカマフレーク 米　じゃがいも　油　ソイレブール たまねぎ　にんじん　グリンピース　キャベツ

米　油　じゃがいも　マヨネーズ

合挽肉　チーズ　さきいか

油揚げ　みそ　牛乳 油　砂糖　ごま　麩 きゅうり　わかめ　小ネギ

米　油　マカロニ　砂糖 なす　たまねぎ　にんじん　マッシュルーム　にんにく

米　片栗粉　小麦粉　油 にんにく　しょうが　レタス　ほうれん草　しめじ　しいたけ

いりこ　牛乳 マヨネーズ　うどん

牛肉　はんぺん 米　じゃがいも　糸こんにゃく たまねぎ　にんじん　グリーンピース

魚　ハム　油揚げ 米　砂糖　片栗粉　ﾋﾟｰﾅｯﾂﾊﾞﾀｰ だいこん　小ネギ　ブロッコリー

たまねぎ　にんじん　しょうが　にんにく　ネギ

南瓜挽肉フライ

ミックス粉　甘納豆みそ　いりこ　牛乳

鶏もも肉　シーチキン　卵

片栗粉　せんべい ひじき　しょうが　レモン　えのきたけ　ネギ

21 水
チーズ 白玉粉　ミックス粉

牛乳　ヤクルト ソイレブール　砂糖　油

たまねぎ　コーン　いんげん　しょうが　わかめ

豚挽き肉　卵　いりこ　牛乳 じゃがいも　小麦粉　ながいも はくさい　しめじ　キャベツ　にんじん　ネギ

水
豚肉　シーチキン　ベーコン

鶏挽肉　鶏もも肉 米　糸こんにゃく　砂糖　片栗粉 たまねぎ　にんじん　いんげん　

卵　いりこ　牛乳 さといも　こんにゃく　ミックス粉　ソイレブール

鶏もも肉　チーズ　ササミ 米　砂糖　マヨネーズ たまねぎ　にんじん　ピーマン　しめじ

だいこん　ネギ　にんじん　みかん

令和４年度12月

給食だより


