
令和3年　　　　12月予定献立表
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保育園コスモス3歳以上児／3歳未満児

かぼちゃの
マフィン

マカロニ
　きなこ

おたのしみ
サンドイッチ

セサミ
　クッキー

にんじんの
蒸しパン

くるみの
　クッキー

(体をつくる・
血や肉になる)

(力や体温の
もとになる)

(体の調子を整える)

にんじんとちくわのきんぴら

キャベツとコーンのサラダ

16.6(16.2)

14.2(15.9)

2.2(1.7)

バーム
　クーヘン

18 土

焼きそば ぶたひきにく、ぎゅうにゅ
う、たまご

ちゅうかめん、しらたき、
バター、こむぎこ、こーん
すたーち、さとう、ビス
ケット

にんじん、キャベツ、ピーマ
ン、だいこん、えのきたけ、
さやえんどう

508(488)
野菜スープ

17 金
☆クリスマス会☆

特別メニューで、給食はバターロールパン・ビーフシチュー・フレンチサラダ・ミニトマト・クリスマスゼリーです。
午後のおやつはクリスマススポンジケーキと牛乳です。

21.6(21.3)

インディアンサラダ 18.5(20.3)

バナナ 1.5(1.4)

ヨーグルト
ケーキ

1.6(1.4)

16 木

バターロールパン ぎゅうにゅう、とりひきに
く、だいずたんぱく、ちく
わ、たまご、ヨーグルト

ロールパン、バター、こむ
ぎこ、じゃがいも、さらだ
あぶら、ホットケーキミッ
クス、ビスケット

さやいんげん、にんじん、
たまねぎ、きゅうり、バナ
ナ、レモン

578(592)
クリームシチュー

にんじん、まいたけ、長ね
ぎ、しめじ、だいこん、ブ
ロッコリー、コーン、りんご
ジュース

608(569)
豚汁 17.6(17)

21(21.8)
果汁（りんご）

15 水

あぶらあげ、とりひきに
く、みそ、とうふ、ぶたに
く、たまご、ぎゅうにゅう

ごはん、ごまあぶら、さら
だあぶら、さとう、こむぎ
こ、くるみ、バター、ビス
ケット

ブロッコリーの塩炒め

舞茸の炊き込みご飯

18.8(18.3)

バナナ 20.3(20.9)

1.7(1.3)

厚揚げと白菜のとろみ炒め

1.4(1.1)

14 火

素麺 ロースハム、たまご、あつ
あげ、ぎゅうにゅう

そうめん、かたくりこ、さら
だあぶら、さとう、バター、
ふ、ビスケット

きゅうり、たまねぎ、長ね
ぎ、にんじん、はくさい、バ
ナナ

555(553)

たまねぎ、だいこん、長ね
ぎ、にんじん、ピーマン、
しょうが、にんにく、こまつ
な、しめじ

621(579)
味噌汁 21.1(19.7)

22.9(23.1)
13 月

強化米 ミニゼリー みそ、とうふ、ぶたひきに
く、ぎゅうにゅう、たまご

強化米、ごまあぶら、さと
う、さらだあぶら、ゼ
リー、ホットケーキミック
ス、ビスケット小松菜としめじのソテー

豚肉と野菜の炒め煮

17.7(16.9)

12.4(14.8)

1.5(1.4)

1.4(1.1)

11 土

しらすチャーハン たまご、ちりめんじゃこ、
ぎゅうにゅう

ごまあぶら、ごはん、しら
たき、プリン、せんべい、
ビスケット

こねぎ、にんじん、だいこ
ん、えのきたけ、さやえん
どう

471(459)
千切り野菜のスープ

たまねぎ、こまつな、キャ
ベツ、にんじん、りんご

600(563)
味噌汁 21.6(20.3)

さけのムニエル 16.8(18.1)

キャベツのごまあえ

10 金

ご飯 りんご みそ、とうふ、べにざけ、
あぶらあげ、たまご、ぎゅ
うにゅう

ごはん、さとう、こむぎこ、
バター、ごま、ビスケット

18(18.4)
14.7(17)

チーズ 1.9(1.6)
ゆで卵とポテトのサラダ

0.5(0.4)

9 木

バターロールパン バナナ ベーコン、たまご、チー
ズ、ぎゅうにゅう

ロールパン、じゃがいも、
こむぎこ、ビスケット

トマト缶、たまねぎ、にんじ
ん、キャベツ、きゅうり、バ
ナナ

520(544)
ミネストローネ

154(207)
6.9(8.4)
6.6(10)

8 水

≪園外保育の日≫ ぎゅうにゅう しょくぱん、ビスケット

17.5(17)

スペイン風オムレツ 12.5(14.7)

バナナ 1(0.8)

フルーツ
寒天ゼリー

1.6(1.3)

7 火

和風スパゲッティ ベーコン、ぎゅうにゅう、
ぶたひきにく、たまご

マカロニ・スパゲッティ、
バター、さとう、ビスケット

やきのり、ほうれんそう、しめじ、キャ
ベツ、たまねぎ、にんじん、えのきた
け、ピーマン、バナナ、パインアップ
ルかん、みかんかん、かんてん

490(501)

キャベツスープ

たまねぎ、だいこん、しい
たけ、にんじん、コーン、さ
やえんどう、ひじき

508(490)
味噌汁 18.9(18.2)

野菜入り豚そぼろ 13.3(15.4)

ひじきのサラダ

6 月

強化米 ミニゼリー みそ、とうふ、ぶたひきに
く、ロースハム、きなこ、
ぎゅうにゅう

強化米、ごま、さとう、ゼ
リー、マカロニ・スパゲッ
ティ、ビスケット

21.6(21.3)

肉団子 20.4(23.2)

1.6(1.5)

1.7(1.5)

4 土

チキンライス とりひきにく、たまご、ミー
トボール、ヨーグルト、
ぎゅうにゅう

ごはん、せんべい、ビス
ケット

にんじん、たまねぎ、さや
いんげん、ブロッコリー

565(568)
玉子スープ

たまねぎ、こまつな、しいた
け、にんじん、ひじき、りん
ご、果汁

339(367)
味噌汁 13.9(14.7)

赤魚の煮つけ 2.5(7.4)
ひじき煮

3 金

ご飯 りんご みそ、とうふ、あかうお、
ちくわ、ぎゅうにゅう

ごはん、さとう、ビスケッ
ト、ビスコ

24.2(23.2)

25.3(25.5)

1.6(1.4)
チキンのママレード煮

2.1(1.8)

2 木

バターロールパン バナナ たまご、とりもも、ぎゅう
にゅう

ロールパン、ごまあぶら、ごま、マ
マレードジャム、さらだあぶら、さと
う、こむぎこ、バター、ビスケット

レタス、わかめ、キャベツ、
コーン、きゅうり、たまね
ぎ、にんじん、バナナ、か
ぼちゃ

672(667)
レタスのスープ

こまつな、にんじん、ひじ
き、だいこん、長ねぎ、み
かん、パインアップルか
ん、みかんかん、かんてん

514(495)

大根汁 16.9(16.6)

11.8(14.2)

みかん

1 水

ちりめんじゃこ、ぶたにく、
ちくわ、ぎゅうにゅう

ごはん、ごまあぶら、ご
ま、さとう、ビスケット

しらす入り炊き込みご飯

ﾀﾝﾊﾟｸ(g)
あか 黄 みどり 脂質(g)

食塩相当量(g)

日
曜
日

午前 昼食 午後

3色分類
ｴﾈﾙｷﾞ-(kcal)
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ビスケット
牛乳

牛乳

ビスケット ニラせんべい

牛乳 牛乳

ビスケット
牛乳

牛乳

ビスケット
牛乳

牛乳

ビスケット
牛乳

牛乳

ビスケット オレンジゼリー

牛乳 せんべい
牛乳

ビスケット

牛乳

牛乳

ビスケット
牛乳

牛乳

※園の行事や食材の入荷状況により、献立の変更をする場合があります。

※午前おやつのビスケットは、どうぶつビスケットやマンナです。

星印は新メニューです。楽しみにしていてくださいね♪

スパゲッティナポリタン
ニラと豆腐のかきたま汁
切り干し大根のサラダ

12月29日～1月3日は年末年始休業です。良いお年をお迎えください。

27.5(25.2)

23.8(23.8)

バナナ 4.6(3.6)

フレンチ
　トースト

2.2(1.7)

28 火

ぎゅうにゅう、ロースハ
ム、たまご、とうふ、とう
にゅう、むぎみそ

マカロニ・スパゲッティ、さ
とう、バター、マヨネー
ズ、ごま、しょくぱん、ビス
ケット

ピーマン、たまねぎ、にら、
きゅうり、にんじん、きりぼ
しだいこん、バナナ

729(690)

たまねぎ、だいこん、さやいんげん、
にんじん、きゅうり、わかめ、もやし、
コーン、パインアップルかん、みかん
かん

504(485)

味噌汁 16.5(16.2)

肉じゃが 13.3(15.5)

きゅうりのナムル

27 月

強化米 ミニゼリー みそ、とうふ、ぶたひきに
く、ヨーグルト、ぎゅうにゅ
う

強化米、さとう、じゃがい
も、ごま、ごまあぶら、ゼ
リー、ビスケット

フルーツ
ヨーグルト

19.1(18.1)

フレンチサラダ 16.5(18.1)

1.3(1.1)

2.1(1.8)

25 土

二色そぼろ丼 たまご、とりひきにく、み
そ、とうふ、ぎゅうにゅう

さとう、ごはん、さらだあ
ぶら、オレンジジュース、
せんべい、ビスケット

たまねぎ、だいこん、キャ
ベツ、きゅうり、にんじん、
ブロッコリー、みかんかん、
かんてん

555(528)
味噌汁

たまねぎ、だいこん、にん
じん、干ししいたけ、みか
ん

632(590)
味噌汁 27.8(25.1)

たらの煮つけ 15.2(16.9)

油揚げの五目煮

24 金

ご飯 みかん みそ、とうふ、たら、あぶ
らあげ、いんげんまめ、た
まご、おから、ぎゅうにゅ
う

ごはん、じゃがいも、さと
う、バター、こむぎこ、ビ
スケット

おからの
　マフィン

25.6(24.2)

鶏肉のトマト煮 22.6(23.4)

バナナ 3.2(2.8)

ツナ昆布お
にぎり

2(1.7)

23 木

バターロールパン ベーコン、とりもも、まぐ
ろ、ぎゅうにゅう

ロールパン、じゃがいも、
オリーブゆ、ごはん、ビス
ケット

ほうれんそう、たまねぎ、
マッシュルーム、トマト缶、
ピーマン、にんじん、バナ
ナ、しおこんぶ

706(694)
ジュリアンスープ

たまねぎ、にんじん、かぼ
ちゃ、なす、さやいんげん、
きゅうり、ミニトマト

682(643)
春雨サラダ 20.7(19.6)

ミニトマト 21.6(22.1)

鉄分入りヨーグルト

22 水

シンデレラカレー とりもも、ロースハム、た
まご、鉄分入りヨーグル
ト、ぎゅうにゅう、らんおう

じゃがいも、ごはん、ド
レッシング、はるさめ、さ
らだあぶら、さとう、こむ
ぎこ、ビスケット

かぼちゃの
蒸しパン

18.9(18.5)

大根のサラダ 17.3(18.6)

バナナ 3.9(3.2)

大根と生揚げの煮もの

1.2(0.9)

21 火

けんちんうどん とうふ、あぶらあげ、あつ
あげ、ロースハム、たま
ご、ぎゅうにゅう

うどん、さとう、マヨネー
ズ、ごま、おこのみやき
こ、ビスケット

長ねぎ、しめじ、だいこん、
にんじん、きゅうり、バナ
ナ、にら

569(565)

たまねぎ、だいこん、しい
たけ、もやし、きゅうり、に
んじん

682(629)
味噌汁 24.8(23.1)

豆腐ハンバーグ 25.3(25.1)

もやしのサラダ

20 月

強化米 ミニゼリー みそ、とうふ、ぶたひきに
く、たまご、ぎゅうにゅう、
あぶらあげ、きなこ

強化米、パンこ、さらだあ
ぶら、さとう、ごまあぶら、
ゼリー、バター、こむぎ
こ、ビスケット

きなこ
　クッキー

日ごとに空気が冷たく感じる、寒さの厳しい季節になってきま

した。気温差も激しく、風邪を引きやすい時期ですが、からだ

の温まる食事で寒さを乗り切りましょう。

●からだを温める野菜

根菜類やいも類、葉野菜類で、土の中や表面で栽培さ

れ、冬に採れる野菜。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

・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。

・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

く含む。

・繊維質の物が多く、便秘解消にもなる。

・抵抗力を高めるビタミンＣや、血行を良くするビタミンE

が豊富に含まれている。

冬のレシピ紹介

【ジュリアンスープ】

からだを温める野菜

特集 ＜材料＞

ベーコン30ｇ（２枚）・ほうれん草90ｇ（１/３束）・たまね

ぎ９90ｇ（１/２個）・じゃがいも180ｇ・マッシュルーム（し

めじでもOK）・スープの素大さじ1/2・塩小さじ3/5・こ

しょう少々

＜作り方＞

ベーコン2㎜～3㎜幅・たまねぎスライス・じゃがいも１

㎝程度のスティック状・マッシュルームスライス・ほう

れん草 沸騰した湯に塩を入れ茹でる。ざるに取り、

水にさらし、適当な大きさに切り、水気を切っておく。

①鍋に水を入れ、ベーコン・たまねぎ・じゃがいも・

マッシュルームを入れ、沸騰したらスープの素を入れ、

塩・こしょうを入れて味を調える。

② ①にほうれん草を散らして出来上がり。

(2/2)


