
◇野菜入りｿﾌﾄおせんべい◇ ◇小魚せんべい◇ ◇野菜入りｿﾌﾄおせんべい◇

◇鶏釜めし風丼◇ ◇ご飯◇ ◇塩野菜ラーメン◇ ◇ご飯◇ ◇豚丼◇ ◇NEGロールパン◇ ◇ご飯◇
　精白米 　精白米 　ラーメン　 　精白米 　精白米 　NEGロールパン 　精白米
　濃口醤油 　水 　鶏ささみ(筋無) 　水 　水 　水
　本みりん 　長葱 　豚ももスライス ◇クリームシチュー◇
　合成酒 ◇豚肉じゃが◇ 　チンゲン菜 ◇カレイの煮付け◇ 　おろし生姜 　鶏もも小間 ◇鮭の塩焼き◇
　だし汁 　じゃがいも(ﾒｰｸｲﾝ) 　カーネルコーン 　ｶﾗｽｶﾚｲ 　たまねぎ 　じゃがいも(ﾒｰｸｲﾝ) 　ﾄﾗｳﾄｻｰﾓﾝ
　鶏もも小間 　豚ももスライス 　ガラスープ(顆粒) 　おろし生姜 　生椎茸 　たまねぎ 　食塩
　おろし生姜 　たまねぎ 　食塩 　三温糖 　白滝(糸こんにゃく) 　人参
　三温糖 　人参 　ごま油 　濃口醤油 　三温糖 　サラダ油 ◇ごぼうのきんぴら◇
　濃口醤油 　白滝(糸こんにゃく) 　薄口醤油 　薄口醤油 　小麦粉(薄力粉) 　ごぼう
　合成酒 　三温糖 ◇花しゅうまい◇ 　合成酒 　濃口醤油 　バター 　人参
　だし汁 　濃口醤油 　豚挽き肉 　だし汁 　だし汁 　食塩 　豚ももスライス
　きざみのり 　薄口醤油 　たまねぎ 　片栗粉 　片栗粉 　チキンコンソメ 　糸こんにゃく(黒)
　鶏卵　 　だし汁 　生椎茸 　糸みつば 　牛乳 　サラダ油

　れんこん 　三温糖
◇小松菜の白和え◇ ◇わかめ和え◇ 　濃口醤油 　さつまいも ◇南瓜サラダ◇ 　濃口醤油
　木綿豆腐 　大根 　三温糖 　えのき茸 　南瓜 　ブロッコリー 　ごま油
　白ねりごま 　もやし 　おろし生姜 　人参 　人参 　カリフラワー 　白いりごま
　三温糖 　人参 　片栗粉 　白味噌 　レーズン 　ﾗｲﾄﾂﾅﾌﾚｰｸ油漬 　さやいんげん
　食塩 　焼きちくわ 　ごま油 　白ねりごま 　マヨドレ(卵不使用) 　米酢
　薄口醤油 　カットわかめ 　シューマイの皮 　三温糖 　食塩 　薄口醤油 ◇吉野汁◇
　小松菜 　濃口醤油 　濃口醤油 　三温糖 　大根
　人参 　三温糖 ◇ヨーグルト◇ 　だし汁 ◇味噌汁◇ 　ごま油 　人参
　糸こんにゃく(黒) 　ﾁﾁﾔｽ低糖ﾖｰｸﾞﾙﾄ 　充填豆腐(絹) 　里芋
　薄口醤油 ◇清まし汁◇ ◇清まし汁◇ 　小町麩 ◇みかん◇ 　生椎茸
　三温糖 　白菜 　大根 　青ねぎ 　みかん 　油揚げ

　生椎茸 　青ねぎ 　だし汁 　糸みつば
◇味噌汁◇ 　食塩 　薄口醤油 　白味噌 ◇牛乳◇ 　だし汁
　さつまいも 　薄口醤油 　食塩 　牛乳　 　食塩
　たまねぎ 　だし汁 　だし汁 ◇バナナ◇ 　濃口醤油
　だし汁 　バナナ 　合成酒
　白味噌 ◇バナナ◇ ◇りんご◇ 　片栗粉

　バナナ 　りんご
◇みかん◇ ◇ヨーグルト◇
　みかん 　ﾁﾁﾔｽ低糖ﾖｰｸﾞﾙﾄ

◇牛乳◇ ◇牛乳◇

◇野菜チップス◇ ◇ピザトースト◇ ◇昆布おにぎり◇ ◇バームクーヘン◇ ◇マーブルケーキ◇ ◇わかめおにぎり◇ ◇ふかし芋◇

◇小魚せんべい◇ ◇野菜入りｿﾌﾄおせんべい◇ ◇小魚せんべい◇

◇ご飯◇ ◇ご飯◇ ◇ご飯◇ ◇ご飯◇ ◇ポークカレー◇ ◇ご飯◇ ◇NEG丸ロール◇
　精白米 　精白米 　精白米 　精白米 　精白米 　精白米 　NEG丸ロールパン
　水 　水 　水 　水 　豚ももスライス 　水

　じゃがいも(ﾒｰｸｲﾝ) ◇チキンカツ◇
◇鶏の唐揚げ◇ ◇さわらの竜田焼◇ ◇豚肉の焼肉風◇ ◇カレイの香味焼き◇ 　たまねぎ ◇鮭の西京焼き◇ 　鶏ムネ
　鶏もも 　サワラ 　豚ももスライス 　ｶﾗｽｶﾚｲ 　人参 　ﾄﾗｳﾄｻｰﾓﾝ 　食塩
　おろし生姜 　薄口醤油 　たまねぎ 　薄口醤油 　サラダ油 　白味噌 　小麦粉(薄力粉)
　濃口醤油 　本みりん 　もやし 　本みりん 　バター 　白味噌 　鶏卵　
　本みりん 　合成酒 　白味噌 　合成酒 　小麦粉(薄力粉) 　本みりん 　ドライパン粉
　合成酒 　おろし生姜 　三温糖 　おろし生姜 　カレー粉 　三温糖 　サラダ油
　小麦粉(薄力粉) 　片栗粉 　濃口醤油 　おろしにんにく 　トマトケチャップ 　合成酒 　胡瓜
　片栗粉 　おろしにんにく 　ウスターソース 　トマト
　サラダ油 　おろし生姜 ◇五目ひじき◇ 　チキンコンソメ ◇春菊の納豆和え◇

　カリフラワー 　ごま油 　大豆水煮 　濃口醤油 　菊菜 ◇グリルサラダ◇
◇小松菜のしらす和え◇ 　ブロッコリー 　ひじき 　食塩 　白菜 　南瓜
　小松菜 　人参 ◇ビーフンソテー◇ 　人参 　人参 　れんこん
　えのき茸 　マヨドレ(卵不使用) 　ビーフン 　焼きちくわ ◇たまごサラダ◇ 　納豆　 　ブロッコリー
　人参 　パルメザンチーズ 　キャベツ 　三温糖 　キャベツ 　薄口醤油 　人参
　しらす干し 　サラダ油 　人参 　濃口醤油 　ブロッコリー 　サラダ油
　薄口醤油 　食塩 　しめじ(ぶなしめじ) 　合成酒 　鶏卵　 ◇清まし汁◇ 　食塩
　三温糖 　カレー粉 　濃口醤油 　本みりん 　ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ白 　充填豆腐(絹) 　濃口醤油

　三温糖 　だし汁 　三温糖 　たまねぎ 　三温糖
◇味噌汁◇ ◇清まし汁◇ 　ごま油 　小松菜 　食塩 　糸みつば
　南瓜 　手延そうめん(乾) 　薄口醤油 ◇ジンジャースープ◇
　たまねぎ 　油揚げ ◇中華スープ◇ ◇味噌汁◇ ◇バナナ◇ 　食塩 　キャベツ
　カットわかめ 　糸みつば 　カットわかめ 　充填豆腐(絹) 　バナナ 　だし汁 　しめじ(ぶなしめじ)
　白味噌 　薄口醤油 　カーネルコーン 　たまねぎ 　生姜
　だし汁 　食塩 　水 　長葱 ◇ヨーグルト◇ 　チキンコンソメ

　だし汁 　ガラスープ(顆粒) 　だし汁 　ﾁﾁﾔｽ低糖ﾖｰｸﾞﾙﾄ 　食塩
◇りんご◇ 　薄口醤油 　白味噌 　薄口醤油
　りんご ◇みかん◇ 　食塩 　水

　みかん ◇みかん◇
◇りんご◇ 　みかん ◇みかん◇
　りんご 　みかん

◇牛乳◇
　牛乳　

◇お麩スナック◇ ◇豆腐ドーナツ◇ ◇今川焼◇カスタード ◇芋っこからあげ◇

◇カレイの香味焼き◇ ◇たまごサラダ◇ ◇鮭の西京焼き◇

◇みかん◇

◇グリルサラダ◇◇カリフラワーのカレー焼き◇ ◇バナナ◇ ◇春菊の納豆和え◇

◇鶏の唐揚げ◇

◇ビーフンソテー◇ ◇五目ひじき◇

◇ハイハイン◇

◇ハイハイン◇

◇バナナ◇

◇しらす＆わかめせんべい◇

◇清まし汁◇ ◇ジンジャースープ◇

◇NEG丸ロール◇

◇さわらの竜田焼◇ ◇豚肉の焼肉風◇

◇味噌汁◇

◇小松菜のしらす和え◇

◇清まし汁◇ ◇中華スープ◇ ◇味噌汁◇

12月15日(水) 12月16日(木)

◇チキンカツ◇

◇岩塚のお子様せんべい◇

◇NEGロールパン◇ ◇ご飯◇

◇小松菜の白和え◇ ◇豚肉じゃが◇ ◇花しゅうまい◇ ◇カレイの煮付け◇ ◇南瓜サラダ◇ ◇クリームシチュー◇

◇塩野菜ラーメン◇ ◇ご飯◇ ◇豚丼◇

◇鮭の塩焼き◇

◇バナナ◇ ◇みかん◇ ◇吉野汁◇

◇味噌汁◇ ◇わかめ和え◇ ◇ヨーグルト◇
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◇しらす＆わかめせんべい◇ ◇ハイハイン◇◇岩塚のお子様せんべい◇

12月8日(水)

◇牛乳◇

◇さつまいものごまみそ和え◇

◇清まし汁◇

12月1日(水) 12月2日(木) 12月3日(金) 12月4日(土) 12月6日(月) 12月7日(火)
朝
の
お
や
つ

◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇

3
時
お
や
つ

◇牛乳◇ ◇牛乳◇

◇ヨーグルト◇

材
料

◇りんご◇ ◇牛乳◇

給
食

◇麦茶◇ ◇牛乳◇

◇鶏釜めし風丼◇ ◇ご飯◇

◇味噌汁◇ ◇ブロッコリーのツナサラダ◇ ◇ごぼうのきんぴら◇

◇みかん◇ ◇清まし汁◇

朝
の
お
や
つ

◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇

12月9日(木) 12月10日(金) 12月11日(土) 12月13日(月) 12月14日(火)

◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇

◇岩塚のお子様せんべい◇

材
料

3
時
お
や
つ

◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇

◇りんご◇ ◇みかん◇ ◇りんご◇ ◇みかん◇ ◇ヨーグルト◇

給
食

◇ご飯◇ ◇ご飯◇ ◇ご飯◇ ◇ご飯◇ ◇ポークカレー◇ ◇ご飯◇

◇もっちりチーズ◇ ◇手作りクッキー◇ ◇シュークリーム◇

◇さつまいものごまみそ和え◇
◇ブロッコリーのツナサラダ◇

◇カリフラワーのカレー焼き◇

◇牛乳◇

◇麦茶◇

◇麦茶◇



◇小魚せんべい◇

◇ご飯◇ ◇ご飯◇ ◇ご飯◇ ◇ご飯◇ ◇肉うどん◇ ◇NEGロールパン◇
　精白米 　精白米 　精白米 　精白米 　うどん　 　NEGロールパン
　水 　水 　水 　水 　しめじ(ぶなしめじ)

　小松菜 ◇ミートローフ◇
◇さわらの煮付け◇ ◇ガリバタ醤油チキン◇ 　豚ももスライス 　豚挽き肉
　サワラ 　鶏もも 　ｶﾗｽｶﾚｲ 　豚ももスライス 　三温糖 　鶏挽き肉(ムネ)
　おろし生姜 　濃口醤油 　食塩 　白菜 　濃口醤油 　食塩
　三温糖 　おろしにんにく 　ドライパン粉 　人参 　だし汁 　おろし生姜
　濃口醤油 　合成酒 　カレー粉 　おろし生姜 　薄口醤油 　木綿豆腐
　薄口醤油 　三温糖 　サラダ油 　濃口醤油 　本みりん 　たまねぎ
　合成酒 　本みりん 　三温糖 　食塩 　ドライパン粉
　だし汁 　バター ◇ほうれん草のソテー◇ 　本みりん 　グリンピース
　片栗粉 　ほうれん草 　合成酒 ◇かき揚げ◇ 　人参

◇切干大根の煮物◇ 　鶏卵　 　サラダ油 　焼きちくわ 　ダイスチーズ
◇厚揚げのそぼろ炒め◇ 　切干し大根 　エリンギ 　たまねぎ 　サラダ油
　生揚げ(厚揚) 　人参 　たまねぎ ◇ひじきサラダ◇ 　さつまいも 　トマトケチャップ
　チンゲン菜 　生椎茸 　サラダ油 　ひじき 　人参 　ウスターソース
　鶏挽き肉(もも) 　油揚げ 　バター 　三温糖 　天ぷら粉 　三温糖
　人参 　サラダ油 　濃口醤油 　濃口醤油 　水
　濃口醤油 　三温糖 　食塩 　胡瓜 　サラダ油 ◇ポテトフライ◇
　食塩 　薄口醤油 　カーネルコーン 　食塩 　ﾌﾚﾝﾁﾌﾗｲﾄﾞﾎﾟﾃﾄ
　三温糖 　だし汁 ◇和風野菜スープ◇ 　ﾗｲﾄﾂﾅﾌﾚｰｸ油漬 　サラダ油
　片栗粉 　小松菜 　白菜 　マヨドレ(卵不使用) ◇りんご◇ 　食塩
　ごま油 　大豆水煮 　さやいんげん 　りんご

◇味噌汁◇ 　人参 ◇マカロニサラダ◇
◇清まし汁◇ 　小町麩 　食塩 ◇味噌汁◇ 　マカロニ
　えのき茸 　カットわかめ 　薄口醤油 　さつまいも 　ブロッコリー
　人参 　だし汁 　だし汁 　たまねぎ 　人参
　薄口醤油 　白味噌 　青ねぎ 　マヨドレ（卵不使用
　食塩 ◇ヨーグルト◇ 　だし汁 　食塩
　だし汁 ◇バナナ◇ 　ﾁﾁﾔｽ低糖ﾖｰｸﾞﾙﾄ 　白味噌

　バナナ ◇ミニトマト◇
◇りんご◇ ◇みかん◇ 　ミニトマト
　りんご 　みかん

◇コンソメスープ◇
　しめじ(ぶなしめじ)
　たまねぎ
　小松菜
　チキンコンソメ
　薄口醤油
　食塩
　水

◇バナナ◇
　バナナ

◇牛乳◇
　牛乳　

◇ミニ野菜カステラ◇ ◇きなこ揚げパン◇ ◇スイートポテト◇ ◇お麩ラスク◇ ◇五平もち◇ ◇ブラウニー◇

◇ワッフル◇ ◇あんドーナツ◇

◇しらす＆わかめせんべい◇ ◇しらす＆わかめせんべい◇

12月24日(金)

12月献立表（乳児食）

◇黒糖まんじゅうとせんべい◇

◇コンソメスープ◇

◇バナナ◇

◇牛乳◇

◇牛乳◇

◇ポテトフライ◇

◇マカロニサラダ◇

12月23日(木)

◇カレイのカレーパン粉焼き◇

◇牛乳◇

◇ご飯◇ ◇ご飯◇ ◇ご飯◇

12月27日(月) 12月28日(火)

◇小魚せんべい◇◇ハイハイン◇

朝
の
お
や
つ

◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇

12月17日(金) 12月18日(土) 12月20日(月) 12月21日(火) 12月22日(水)

◇野菜入りｿﾌﾄおせんべい◇

◇肉うどん◇

◇さわらの煮付け◇

◇りんご◇ ◇バナナ◇ ◇ヨーグルト◇ ◇みかん◇

◇ご飯◇

◇りんご◇

◇清まし汁◇ ◇味噌汁◇ ◇和風野菜スープ◇ ◇味噌汁◇

◇厚揚げのそぼろ炒め◇ ◇切干大根の煮物◇ ◇ほうれん草のソテー◇

◇ガリバタ醤油チキン◇

材
料

3
時
お
や
つ

◇牛乳◇

協
力
保
育

協
力
保
育

3
時
お
や
つ

◇牛乳◇

朝
の
お
や
つ

◇牛乳◇ ◇牛乳◇ ◇牛乳◇

◇岩塚のお子様せんべい◇

12月25日(土)

材
料

◇牛乳◇

給
食

◇ひじきサラダ◇

ク
リ
ス
マ
ス
祝
会

協
力
保
育

◇麦茶◇ ◇麦茶◇

◇カレイのカレーパン粉焼き◇ ◇豚肉と白菜の生姜炒め◇

◇ハイハイン◇ ◇岩塚のお子様せんべい◇

◇牛乳◇ ◇牛乳◇

◇ミニトマト◇

◇NEGロールパン◇

◇豚肉と白菜の生姜炒め◇ ◇かき揚げ◇ ◇ミートローフ◇

今月使用する旬の食材

カリフラワー・ブロッコリー・ねぎ
小松菜・ほうれん草・春菊
白菜・大根・れんこん・ごぼう
さつまいも・里芋・エリンギ


