
 １２月分予定献立表 認定こども園　真岡ひかり幼稚園

献立は都合により変更になることがあります。

10時　A 3時　A

海老せん ≪誕生会≫ 手作りチーズ蒸しパン むきえび　 プロセスチーズ　 精白米　 油　 たまねぎ　 ＭＩＸベジタブル　 マッシュルーム缶　

海老ピラフ コンソメスープ ツナ缶　 カットわかめ　 ピーチゼリー　 ホットケーキミックス　 ほうれん草　 ネギ　 キャベツ　

ミートボール 海藻サラダ 牛乳　 豚肉 人参　

ピーチゼリー 牛乳 豆腐

ウエハース 御飯　　　　　　 中華スープ 肉まん 豚小間　 かまぼこ　 精白米　 油　 もやし　　 にら　 はくさい　

八宝菜 小松菜のごま和え 牛乳　 片栗粉　 ごま油　 たまねぎ　 人参　 小松菜　

フルーツ（キウイ） 牛乳 白すりごま　 砂糖　 しめじ　 キウイフルーツ　

マリービスケット 御飯　　　　　　 中華スープ 手作りお好み焼き カットわかめ　 豚挽肉　 精白米　 油　 大根　 にら　 ネギ　

麻婆豆腐 ばんさんすう みそ　 木綿豆腐　 砂糖　 片栗粉　 きゅうり　 人参　 オレンジ　
フルーツ（オレンジ） 牛乳 牛乳　 しらす干し　 春雨　 ごま油　 キャベツ　

卵　 お好み焼きの素　 マヨネーズ　

九州黒棒 きつねうどん 卵ロール おにぎり　　 油揚げ　 卵ロール　 干うどん　ゆで　 砂糖　 ほうれん草　 ネギ　 はくさい　
白菜のフレーク和え フルーツ（バナナ） 味付まぐろフレーク缶　 牛乳　 精白米　 ごましお　 人参　 バナナ　

牛乳

星たべよ ≪成道会≫ ケーキドーナツ　 牛乳　 みそ　 精白米　 油　 チンゲン菜　 えのきたけ　 人参　

牛乳粥　 味噌汁 ぶり　 干ひじき　 砂糖　 ケーキドーナッツ　 グリンピース　

魚の照焼き　　 ひじきの炒り煮 油揚げ　

ケーキ 牛乳

こざかな煎餅 御飯　　　　　　 味噌汁 おからのパウンドケーキ みそ　 カットわかめ　 精白米　 ふ　 たまねぎ　 グリンピース　 キャベツ　

親子煮 キャベツのけずり和え 鶏小間　 卵　 砂糖　 しっとりおからケーキ　（ 全病食） 人参　 グレープフルーツ　

グレープフルーツ・ルビー 牛乳 かつお節　 牛乳　

オランダサブレ マヨチーズトースト 豚小間　 シューマイ　 ラーメン　 ごま油　 もやし　　 コーン　 ネギ　

ラーメン 蒸しシューマイ かに風ちらし　 牛乳　 食パン　 マヨネーズ　 ほうれん草　 パインアップル　

ほうれん草のナムル フルーツ（パイン） パルメザンチーズ　

牛乳
カルシウムせんべい 御飯 肉じゃが マカロニあべかわ 豚小間　 魚肉ソーセージ　 精白米　 じゃがいも　 たまねぎ　 人参　 大根　

大根サラダ キャンディーチーズ プロセスチーズ　 牛乳　 油　砂糖 砂糖　 きゅうり　 オレンジ　
フルーツ（オレンジ） 牛乳 きな粉　 ドレッシング　 マカロニ　

ビスコ 御飯　　　　　　 味噌汁 手づくりプリン みそ　 とりむね　 精白米　 片栗粉　 大根　 大根の葉　 人参　

鶏肉の生姜焼き 刻み昆布の炒り煮 刻み昆布　 油揚げ　 油　 砂糖　 グリンピース　 バナナ　

フルーツ（バナナ） 牛乳 牛乳　 プリンの素　

ウエハース 御飯　　　　　　 味噌汁 ヨーグルトケーキ みそ　 油揚げ　 精白米　 さつまいも　 ほうれん草　 人参　 干しいたけ　

魚のごまだれ焼 炒り豆腐 あじ　 木綿豆腐　 白すりごま　 油　 ネギ　 みかん　　

フルーツ（みかん） 牛乳 卵　 牛乳　 砂糖　 カップケーキ　

九州黒棒 御飯　　　　　　 味噌汁 海老せんべい みそ　 高野豆腐　 精白米　 油　 チンゲン菜　 切り干し大根　 人参　

鮭の塩焼き 切干大根の炒り煮 生鮭　 油揚げ　 砂糖　 グリンピース　 マンゴー　
フルーツ（マンゴー） 牛乳 牛乳　 ソフトせんべい　

マリービスケット ≪クリスマス≫ リングドーナツ　 鶏小間　 牛乳　 精白米　 油　 たまねぎ　 ＭＩＸベジタブル　 コーン　

チキンライス コーンポタージュスープ ハンバーグ　　 ドレッシング　 シュークリーム　 ブロッコリー　 カリフラワー　 人参　
リングドーナツＣａ　

ポテトグラタン デザート

野菜サラダ 牛乳

ビスコ 御飯　　　　　　 すまし汁 焼きそばパン モロ　 豚挽肉　 精白米　 片栗粉　 ほうれん草　 えのきたけ　 もやし　　

魚の煮付け もやしの肉味噌炒め みそ　 牛乳　 油　 砂糖　 人参　 オレンジ　
フルーツ（オレンジ） 牛乳 ホットロール　 調理焼そば　

海老せん 食パン　 　ブルーベリージャム たこやき やわらか肉団子 ＣａＦｅ強化牛乳　 食パン　 ブルーベリージャム　 たまねぎ　 人参　 グリンピース　

シチュー プレーンオムレツ　 プレーンオムレツ　 ツナ缶　 油　 マカロニ　 キャベツ　 パインアップル　

海藻サラダ フルーツ（パイン） カットわかめ　 牛乳　 たこ焼き　

牛乳 青のり　

アスパラビスケット 御飯　　　　　　 味噌汁 鈴カステラ みそ　 油揚げ　 精白米　 小麦粉　 小松菜　 コーン　 パセリ　
鶏肉のマヨコーン焼き 冬至かぼちゃ とりむね　 牛乳　 マヨネーズ　 油　砂糖 かぼちゃ　 キウイフルーツ　

フルーツ（キウイ） 牛乳 鈴カステラ ゆで小豆缶詰　

九州黒棒 御飯　　　　　　 すまし汁 小魚せんべい さわら　 みそ　 精白米　 ふ　 ほうれん草　 人参　 きぬさや　

魚の味噌焼 がんもどきの煮物 がんもどき　 牛乳　 砂糖　 油　 オレンジ　
フルーツ（オレンジ） 牛乳 里芋　 せんべい

オランダサブレ ≪クリスマス≫ 　　　　　　 ふかしさつま芋 牛乳　 魚肉ソーセージ　 精白米　 油　 チンゲン菜　 はくさい　 コーン　

御飯 コンソメスープ 青豆　 スパゲティ　 マヨネーズ　 人参　

鶏肉のつけ焼き スパゲティサラダ ゼリー　 さつまいも　

ゼリー 牛乳
カルシウムせんべい 肉うどん 厚焼き卵 ふのラスク 豚小間　 厚焼き卵　 干うどん　ゆで　 油　 たまねぎ　 人参　 ネギ　

キャベツのツナ和え フルーツ（バナナ） ツナ缶　 牛乳　 グラニュー糖　 ふ　 キャベツ　 バナナ　

牛乳 マーガリン　　

こざかな煎餅 御飯　　　　　　 味噌汁 ムース みそ　 木綿豆腐　 精白米　 油　 キャベツ　 たまねぎ　 人参　
豚肉の中華風炒め 白菜の信田和え カットわかめ　 豚小間　 ごま油　 砂糖　 絹さや　 はくさい　 パインアップル　

フルーツ（パイン） 牛乳 油揚げ　 牛乳　 ムースベース　　

星たべよ 御飯　　　　　　 味噌汁 ロールケーキ　 みそ　 油揚げ　 精白米　 じゃがいも　 かぼちゃ　 たまねぎ　 キウイフルーツ　

魚の磯辺焼き 肉かぼちゃ ホキ　 青のり　 小麦粉　 油　

フルーツ（キウイ） 牛乳 豚小間　 牛乳　 砂糖　 ロールケーキ　

もみの木ハンバーグ

日 曜
献　　　　立　　　　名 主　　　　な　　　　材　　　　料

昼食　A 血や肉になる 働く力になる 体の調子を整える

2 月

3 火

4 水

5 木

6 金

9 月

≪うめ組さんのリクエストメニュー≫

11 水

13 金

12 木

10 火

16 月

17 火

18 水

19 木

20 金

26 木

27 金

23 月

24 火

25 水

エネルギー 507kcal
たんぱく質 17.7g
脂質 16.2g

栄養成分(1ヶ月平均)

炭水化物 71.2g
塩分 2.0g

１２月２２日は冬至

冬⾄では「ん」のつく⾷べ物を⾷べ
ると「運がつく」「根（こん＝気
⼒）がつく」など縁起が良いとされ
ています。
さらに「ん」が2個つく⾷べ物を”冬
⾄の七種”と呼び、運がたくさん呼び
込めると⾔われています。

冬⾄の七種（ななくさ）
・南⽠（なんきん）
・蓮根（れんこん）
・⼈参（にんじん）
・銀杏（ぎんなん）
・⾦柑（きんかん）
・寒天（かんてん）
・饂飩（うんどん（うどん））


