
　　  給食目標：冬の食物と栄養について知ろう。

　　  内　　　容：からだをあたためる食物をとる。

　　　※　　４日（水）誕生日会です。

　　　※　１３日（金）お遊戯会、祖父母招待日です。

　　　※　２４日（火）クリスマス会です。

おやつ(午前) 主食　他

お茶 ごはん ごはん、すいとん入り吉野汁、鮭の西京焼き 牛乳

ビスケット ブロッコリーのおかか和え、かぼちゃの含め煮、みかん フルーツサンド

豆乳 ごはん ごはん、みそ汁、ハンペンのチーズはさみ揚げ 牛乳・おせんべい

クラッカー 五目きんぴら、さつま芋サラダ、りんご あんぱん

お茶 すき昆布の炊き込みご飯、コーンたまごスープ、ツリーバーグ、お煮しめ お茶

ビスケット ヨーグルトサラダ、フレンチポテト、ブロッコリー、トマト、みかん ケーキ

豆乳 ごはん ごはん、そうめん汁、みそカツ 牛乳・おせんべい

クラッカー 和風サラダ、ブロッコリー、パイナップル カフェオレパン

牛乳 ごはん ごはん、みそ汁、卵焼きの納豆和え お茶

おせんべい 筑前煮、ほうれん草とベーコンのソテー、バナナ きなこ団子☆

お茶 ごはん チキンカレー、コールスロー お茶・おせんべい

クラッカー ブロッコリー、福神漬、バナナ めろんぱん

お茶 ごはん ごはん、白菜のクリーム煮、うずら卵のベーコン巻き 牛乳

ビスケット インディアンサラダ、つけもの、なし ココアバナナケーキ☆

豆乳 ごはん ごはん、かき玉汁、鮭ボール 牛乳・おせんべい

クラッカー にぎやかきんぴら、ブロッコリー、みかん ブルーベリーサンド

お茶 しめじ 桜えびごはん、みそ汁、変わりマーボー 牛乳

ビスケット ごはん りんごサラダ、ほうれん草和え、バナナ ミニフレンチドック☆

豆乳 ごはん ごはん、ラーメン、ポークチャップ 牛乳・おせんべい

クラッカー うどん 大豆の五目煮豆、小松菜のお浸し、りんご ピザパン

お茶 ちゅうりっぷ・ おにぎり、みそ汁、とり肉のから揚げ、ボイルウィンナー ヨーグルト

クラッカー もも組の献立です 焼きそば、アンパンマンポテト、ブロッコリー、みかん おせんべい

お茶

クラッカー

お茶 ごはん ごはん、ポークカレー、白菜と大根のサラダ 牛乳

ビスケット れんこんの炒め煮、福神漬、パイナップル ポパイスコーン☆

豆乳 ごはん ごはん、焼きふのみそ汁、ししゃもの天ぷら 牛乳・おせんべい

クラッカー 鮭の天ぷら 切り干し大根煮、ブロッコリー、バナナ カフェオレパン

お茶 桜えびごはん 桜えびごはん、たまごのスープ、豆腐のふんわり揚げ 牛乳

ビスケット きゅうりの中華和え、かぼちゃのミルク煮、みかん ひと口パイ☆

豆乳 ごはん ごはん、みそ煮込みうどん、ひじき入りハンバーグ 牛乳・おせんべい

クラッカー ポパイサラダ、ブロッコリー、りんご ホイップクリームサンド

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、野菜オムレツ 牛乳

ビスケット ペンネミート、小松菜の納豆和え、パイナップル 人参とひじきのドーナツ☆

お茶 ごはん かき玉汁、とり肉のごま焼き お茶・おせんべい

ビスケット スパゲティサラダ、ブロッコリー、バナナ ジャムサンド

牛乳 ごはん ごはん、まめぶ汁、笹かまの天ぷら ヨーグルト

クラッカー れんこんサラダ、かぼちゃの含め煮、バナナ おせんべい

豆乳 チキンライス チキンライス、かぶのスープ、とり肉のから揚げ、ボイルウィンナー 牛乳

クラッカー ブロッコリー、ミニトマト、キャンディチーズ、一口ゼリー、みかん ケーキ

お茶 ごはん ごはん、大根汁、豆腐のキッシュ クラッカー

ビスケット スパゲティケチャップ、ブロッコリー、パイナップル カボチャプリン☆

豆乳 ごはん ごはん、かき玉みそ汁、れんこん肉団子 牛乳

おせんべい カレーきんぴら、おくらとキャベツのごま和え、りんご がんづき☆

お茶 ごはん ごはん、かけそば、かき揚げ、つけもの 牛乳・おせんべい

ビスケット うどん キャベツのごま和え、かぼちゃの含め煮、みかん チョコレートサンド

お茶 ごはん チキンカレー、コールスロー お茶・おせんべい

ビスケット ブロッコリー、福神漬、バナナ フレンチトースト

◎ １２月の平均栄養価は次のとおりです。

お菓子の詰め合わせ

27 金

           給   食   だ   よ   り 令和元年１２月

久 慈 保 育 園

　　　　給 　 食 　 献　  立　  表　
☆印は、手作りおやつです。

日付 曜日
未満児の献立 全　　　　　　　児　　　　　　の　　　　　　　献　　　　　　　立

主　食　と　副　食 おやつ(午後）

2 月

3 火

4 水

5 木

6 金

7 土

9 月

10 火

11 水

12 木

13 金

14 土

16 月

17 火

18 水

19 木

20 金

21 土

23 月

28 土

３歳以上児　　：　　エネルギー　(594kcal)　　・たんぱく質　（19.6g）　　・脂質　（18.8g）　　・カルシウム　（297㎎）　・食塩（1.8g）
３歳未満児　　：　　エネルギー　(540kcal)　　・たんぱく質  （17.1g） 　 ・脂質　（17.4g）　　・カルシウム　（273㎎）　・食塩（1.5g）

24 火

25 水

26 木

寒さにより一層美味しくなった冬

野菜をたっぷり食べ、風邪ウィルス

の侵入を防ぎましょう。かぼちゃ・

青菜・ブロッコリーがビタミンを多く

含み、おすすめです。



▽ 今月の新メニューを紹介します  ▽ 

 

 

◎れんこん肉団子    １２/２６（木）の給食にでます！！ 

                

《 材料４人分 》          《 作り方 》 

・鶏ひき肉       100ｇ     ①、れんこんは、5mm に切り、水につけておく。 

・れんこん       60ｇ      ②、ボールにひき肉と卵、小麦粉、パン粉、水気をきった 

・卵          24ｇ        ①を入れ、混ぜ合わせ、塩とごま油を混ぜる。 

・パン粉        6ｇ       ③、直径 3 ㎝程の団子状にし、165～170℃の油で 5分位、 

・薄力粉        8ｇ         火がとおり、うっすら焦げ目が付くまで揚げる。 

・塩          0.8g       

・ごま油        6g 

・揚げ油 

 

            

 

 

 

 

   

 

        

冬においしくなる野菜をたくさん食べて、寒い冬を元気に過ごしましょう。 

 

  旬の野菜は栄養豊富！！ 

  旬の食べ物は、おいしいだけではなく、栄養価も豊富だと言われています。 

   例えば・・冬に旬を迎えるほうれん草 100g あたりのビタミン Cは、 

夏どりしたもので 20㎎、冬どりのものだと 60㎎です。 

同じ野菜でも旬に収穫したものの方が栄養価が高いです。 

 

 

 

   

 

                                     

                           

 

 

 

 

 

 

一年中手に入る野菜も多いですが、 

おいしくて栄養豊富な「旬」を意識して 

食事に取り入れてみましょう。 

今がおいしい、れんこんをふんだんに使った

肉団子です。 

サクサクした食感がおいしくおすすめです。 

お家でもぜひ、試してみて下さい、 

20 ㎎ 

６０㎎ 

夏どり         冬どり 


