
2022年度12月 献　　　立　　　表

お菓子（クッキー） 米菓 お菓子（あられ）

米菓 お菓子（煎餅） 米菓 お菓子（クッキー） 米菓 お菓子（あられ）

米菓 お菓子（煎餅） 米菓 お菓子（クッキー） 米菓 お菓子（あられ）

米菓 お菓子（煎餅） 米菓 お菓子（クッキー） 米菓 お菓子（あられ）

米菓 お菓子（煎餅） 米菓

園基準 12月１日平均

484 470

18.1 18.9

15.6 15.2

229 241

南瓜のみそ汁
油揚げ　かぼちゃ　たまねぎ
こまつな　わかめ　にんじん
ねぎ　だし　みそ

グレープフルーツ グレープフルーツプルーン プルーン

ハヤシライス
胚芽米　牛肉　たまねぎ　じゃがい
も　にんじん　マッシュルーム　油
ハヤシルウ　ケチャップ

ひじき　コーン　きゅうり
ノンオイルドレッシング

牛乳りんごジュース

りんご りんご みかん みかんバナナ バナナ プチゼリー２個

みかん りんご りんご

ホットケーキ粉　豆乳
油　もも　みかん　パイン
豆乳生クリーム　三温糖

みそ煮込みうど
ん

米粉めん　鶏肉　油揚げ　ちくわ
にんじん　はくさい　ねぎ
だし　みそ　みりん

かぼちゃ　干しぶどう　きな粉
三温糖　塩

プチゼリー２個

チャーハン

胚芽米　ツナ　ひじき　たまねぎ
ほうれんそう　ごま油　しょうゆ
みりん　にんじん　いんげん　コー
ン

りんご りんご りんご りんご りんご りんご

バナナ バナナ みかん

脂質

カルシウム

鉄

バナナ

牛乳 牛乳 牛乳

バナナ

プチゼリー

2.4 2
お菓子 クッキー　せんべい お菓子 クッキー　せんべい お菓子 クッキー　せんべい

牛乳 牛乳 牛乳

ごんぼ汁
鶏肉　にんじん　ごぼう　だいこん
ねぎ　しょうゆ　塩　油揚げ　おか
ら　こんぶ　だし　酒

かぶの昆布あえ かぶ　きゅうり　塩こんぶ
ひじきの
和風サラダ

エネルギー

たんぱく質

30

御飯 胚芽米

白身魚の
コーンフライ

かれい　塩　米粉　豆乳　カレー粉
コーンフレーク　油

野菜そぼろ丼

胚芽米　押麦　豚ひき肉　酒　納豆
キャベツ　こまつな　たまねぎ
にんじん　コーン　油　しょうゆ
塩　ごま油　米粉

牛乳

お菓子 クッキー　せんべい

26 牛乳 27 牛乳 28 牛乳 29

お菓子 クッキー　せんべい 豆パン
あずき　三温糖　しょうゆ　豆乳
はちみつ　ホットケーキ粉　油

バナナケーキ
小麦粉　ベーキングパウダー　バナ
ナ　三温糖　豆乳　塩　油

プチゼリー

かぼちゃの
きな粉かけ

牛乳 牛乳 りんごジュース 牛乳

クリスマス
デコレーション

31

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

三色サラダ

かぼちゃ　豚肉　だいこん　ごぼう
油　なめこ　みそ　酒　みりん　ね
ぎ　ワンタンの皮　だし

にんじんとかぼちゃの
ポタージュ

冬至かぼちゃの
ほうとう風

ブロッコリー　にんじん　コーン
塩　酢　こしょう　油

そうめん汁
干しそうめん　鶏ささ身　にんじん
しいたけ　ねぎ　こんぶ　だし
しょうゆ　塩

いわしのつみれ
団子汁

いわし　鶏ひき肉　しょうが　片栗
粉　        たまねぎ　みそ　酒　かぼ
ちゃ　 　ねぎ　にんじん　だし　み
そ

中華スープ
貝柱　はるさめ　キャベツ　コーン
こまつな　しょうゆ　酒　みりん
中華だし

にんじん　かぼちゃ　コンソメ　豆
乳　塩　米粉　パセリ　コーン

コンソメスープ
キャベツ　たまねぎ　にんじん
えのき　ベーコン　コンソメ　塩

五目野菜のみそ
煮

れんこん　ごぼう　にんじん
さといも　干しいたけ　油　だし
しょうゆ　みりん　三温糖　みそ

かぼちゃのマリ
ネ

かぼちゃ　油　きゅうり　たまねぎ
コーン缶　酢　塩　三温糖

かぶときゅうり
のサラダ

かぶ　きゅうり　酢　三温糖
塩　うめ干し

ブロッコリーと
きのこのごま和え

ブロッコリー　にんじん　しめじ
えのき　ごま　三温糖　しょうゆ

さばの竜田揚げ
さば　しょうゆ　酒　しょうが
片栗粉　油

クリスマス
れんこんバーグ

牛ひき肉　豚ひき肉　れんこん　塩
こしょう　ホールトマト
マッシルーム　コンソメ　たまねぎ

きのこのマカロ
ニグラタン

エリンギ　しめじ　えのき　たまね
ぎ　こまつな　鶏肉　油　塩　こ
しょう　マカロニ　バター　米粉
豆乳　　　コンソメ　塩　こしょう
チーズ　パン粉

鰆の柚子焼き
さわら　ゆず果皮　しょうゆ　酒
みりん　油

納豆具
豚ひき肉　納豆　ねぎ　みそ　三温
糖　しょうゆ　ごま油

八宝菜

豚肉　はくさい　ねぎ　たけのこ
にんじん　しいたけ　きくらげ
三温糖　しょうが　にんにく
ごま油　中華だし　こしょう
しょうゆ　片栗粉　塩

麦御飯
ひじきふりかけ

胚芽米　押麦
ひじき　油　しそふりかけ

クリスマス
カレーピラフ

胚芽米　コンソメ　塩　にんじん
こしょう　カレー粉　たまねぎ
コーン　パセリ　いんげん

パン パン御飯 胚芽米 御飯 胚芽米 御飯 胚芽米

22 牛乳 23 牛乳 24 牛乳19 牛乳 20 牛乳 21 牛乳

ひじきチャーハ
ン

胚芽米　鶏ひき肉　ひじき　にんじ
ん　しいたけ　ピーマン　しょうゆ
みりん　油　ごま油　塩

お菓子 クッキー　せんべい お菓子 クッキー　せんべいスイートポテト
さつまいも　米粉　三温糖　塩　豆
乳　油　ごま

栗蒸しパン
ホットケーキ粉　三温糖　豆乳
甘納豆　くりの甘露煮

じゃがおやき
じゃがいも　小麦粉　塩　コーン
ハム　オリーブ油

番茶 番茶 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

豆乳ポトフ
鶏肉　じゃがいも　たまねぎ
キャベツ　にんじん　豆乳
コンソメ　塩　こしょう

さつま汁
鶏もも肉　にんじん　ごぼう　豆腐
だいこん　ねぎ　だし　みそ

豆腐旨煮椀

豆腐　鶏ささ身　はくさい　にんじ
ん　しいたけ　ねぎ　酒　塩　こ
しょう　片栗粉　ごま油　だし　こ
んぶ　　しょうゆ

麩のすまし汁
ふ　ほうれんそう　にんじん　えの
き　ねぎ　こんぶ　だし　しょうゆ
塩

おかず汁
豆腐　鶏肉　なす　たまねぎ　えの
き　油揚げ　ごま油　だし　みそ

小松菜のサラダ
こまつな　ベーコン　もやし
しょうゆ　マヨドレ　ごま

にんじんシリシ
リ

にんじん　ツナ　油　しょうゆ　酒
塩　こしょう

豆腐のみそ汁
豆腐　油揚げ　わかめ　ほうれんそ
う　だし　みそ

ミートローフ
ひじき　豆腐　たまねぎ　豚ひき肉
塩　ナツメグ　片栗粉　油
ケチャップ　ソース

ぶりの
みそ照り焼き

ぶり　しょうが　みそ　三温糖
みりん　酒

ブロッコリーの
和風マヨネーズ

ブロッコリー　鶏ささ身　マヨドレ
しょうゆ　酢　三温糖

チンゲン菜とあ
げのさっと煮

チンゲンサイ　えのき　にんじん
油揚げ　しょうゆ　みりん　だし

卯の花
おから　鶏ひき肉　にんじん　ねぎ
油　だし　しょうゆ　三温糖

パン パン 麦御飯 胚芽米　押麦

かじきのバター
しょうゆ焼き

かじき　酒　にんにく　塩
こしょう　バター　しょうゆ

鶏のから揚げ
（カレー味）

鶏肉　酒　しょうが　しょうゆ
カレー粉　片栗粉　小麦粉　油

あじの香り焼き
あじ　しょうゆ　にんにく　片栗粉
油

御飯 胚芽米 御飯 胚芽米 ひじきごはん
胚芽米　ひじき　鶏肉　油揚げ　塩
にんじん　油　しょうゆ　三温糖

15 牛乳 16 牛乳 17 牛乳12 牛乳 13 牛乳 14 牛乳

大学かぼちゃ
かぼちゃ　油　しょうゆ
ごま　三温糖

お菓子 クッキー　せんべい お菓子 クッキー　せんべいどら焼き ホットケーキ粉　豆乳　つぶしあん きな粉トースト 米粉パン　きな粉　三温糖　油
きなことごまの
カップケーキ

ホットケーキ粉　三温糖　豆乳
きな粉　ごま

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

豚汁
豚肉　だいこん　にんじん　ごぼう
ねぎ　生揚げ　こんにゃく　ごま油
みそ　だし　こまつな

大根とあげの
煮物風汁

だいこん　さといも　油揚げ　こん
ぶにんじん　ほうれんそう　しょう
ゆ　酒　みりん　塩　片栗粉　だし

にらスープ
豆腐　はくさい　にら　きくらげ
えのき　中華だし　しょうゆ　塩
ごま　クリームコーン　にんじん

五目汁

豆腐　ほうれんそう　だいこん　だ
し　　さといも　ごぼう　にんじん
こんぶ　　　　かぼちゃ　油揚げ
塩　しょうゆ

白菜のすまし汁
ふ　はくさい　にんじん　えのき
ねぎ　こまつな　だし　こんぶ
しょうゆ　塩

ぶり大根
ぶり　しょうが　だいこん　にんじ
ん　いんげん　こんぶ　だし　酒
三温糖　しょうゆ　みりん

きゅうり　わかめ　にんじん　三温
糖　　　　しらす干し　酢　しょう
ゆ　ごま

かぼちゃの甘煮 かぼちゃ　しょうゆ　三温糖　だし
小松菜の
しらすサラダ

こまつな　キャベツ　しらす干し
酢　油　しょうゆ

白菜の昆布和え はくさい　塩こんぶ

納豆ハンバーグ
凍り豆腐　じゃがいも　ねぎ
豚ひき肉　納豆　しょうゆ
三温糖　みそ　油

さばのトマト煮
さば　酒　塩　片栗粉　たまねぎ
にんにく　油　ホールトマト　三温
糖　こしょう

豆腐のふわとろ
ボール

きゅうりの酢の
物

クッキー　せんべい

りんご バナナ バナナ

ほうれん草の
ゴマ塩和え

ほうれんそう　もやし　にんじん
コーン　ごま　塩

胚芽米 麦御飯 胚芽米　押麦
ちゃんぽん
ラーメン

牛乳 9 牛乳 10 牛乳

豆腐　ながいも　干しえび　キャベ
ツ　塩　片栗粉　油

かれい　しょうが　しょうゆ　酒
塩　こまつな　ねぎ　ごま油

牛乳 8

りんご

御飯 胚芽米 菜飯 胚芽米　こまつな　酒　塩　油 御飯 胚芽米 御飯

じゃこチヂミ
しらす干し　にら　豚ひき肉　米粉
塩　ごま油　しょうゆ　三温糖

お菓子 お菓子

牛乳 牛乳 牛乳

クッキー　せんべい

5 牛乳 6 牛乳 7

牛乳

納豆のみそ汁
だいこん　にんじん　こまつな　ね
ぎ　     さといも　納豆　だし　みそ

あったか汁
鶏肉　だいこん　にんじん　さとい
も　はくさい　こまつな　こんぶ
だし　しょうゆ　塩

牛肉の柳川風煮
物

牛肉　ごぼう　たまねぎ　にんじん
油　ほうれんそう　豆腐　しょうゆ
三温糖　みりん　だし

白身魚の
ゴマフライ

かれい　塩　こしょう　小麦粉　豆
乳　パン粉　ごま　油

牛乳 牛乳

麦御飯 胚芽米　押麦

2 牛乳 3

れんこん　たまねぎ　にんじん　油
酢　三温糖　塩

ブロッコリーと
人参のごま和え

牛乳

ブロッコリー　にんじん　ごま
しょうゆ　三温糖

れんこんのマリ
ネ

金曜日 土曜日

1 牛乳

みかん みかん

ベイクド里芋 さといも　片栗粉　油　塩

バナナ バナナ

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

御飯 胚芽米

グレープフルーツ グレープフルーツ オレンジ オレンジ りんご りんご

☆都合により献立を変更することがあります
ハレルヤ保育園

0728685541

プチゼリー プチゼリー２個

プチゼリー プチゼリー２個

白身魚の香り蒸
し

じゃがベーコン
じゃがいも　ベーコン　たまねぎ
油　塩　こしょう　パセリ

中華めん　豚肉　キャベツ　たまね
ぎ　もやし　にんじん　ごま油　中
華だし　しょうゆ　塩

10/14（金）にほしぐみさんがお芋ほりに
行きました！大きな立派なお芋がたくさん！
おやつの焼き芋や大学芋、そして給食にも
使っています。とても甘くておいしいです。
ほしぐみさんおいしいお芋をありがとう！


