
午前のおやつ      　　　　　　 献立名 午後のおやつ 赤色のたべもの 黄色のたべもの 緑色のたべもの

（未満児） 血や肉や骨になる 熱や力になる 体の調子を整える

1 木 牛乳・菓子 マーボー豆腐・のり塩ナムル・春雨スープ・果物
無脂肪牛乳・

おからブラウニー

豆腐・豚肉・のり・卵・

ウィンナー・牛乳

おから

油・ごま油・春雨・砂糖・

片栗粉・バター・小麦粉・米

しょうが・人参・ピーマン・椎茸・

玉ねぎ・もやし・小松菜・果物

2 金 牛乳・菓子
鶏肉のマーマレード焼き・野菜とコーンのソテー・

白菜スープ・果物
無脂肪牛乳・菓子

鶏肉・ウィンナー・

牛乳
油・砂糖・米

キャベツ・もやし・人参・コーン・

白菜・玉ねぎ・小松菜・果物

3 土 麦茶・菓子 五目うどん・果物 麦茶・菓子 豚肉 砂糖・うどん 人参・玉ねぎ・椎茸・コーン

5 月 牛乳・菓子 田舎煮・もやしの甘酢あえ・みそ汁・果物 牛乳・菓子 鶏肉・豆腐・牛乳 油・砂糖・しらたき・里芋・米
れんこん・ごぼう・人参・もやし・小松菜

きゅうり・えのきたけ・果物

6 火 牛乳・菓子 雷豆腐・おひたし・みそ汁・果物 無脂肪牛乳・菓子
豆腐・豚肉・牛乳・

かつお節

しらたき・油・ごま油・

砂糖・片栗粉・ごま・米

人参・椎茸・玉ねぎ・しょうが・小松菜

もやし・大根・ねぎ・えのきたけ・果物

7 水 牛乳・菓子 ツナ入り卵焼き・春雨のあえもの・みそ汁・果物 充実野菜・菓子
卵・ツナ・ひじき・

わかめ

砂糖・油・ごま・ごま油・

春雨・米

玉ねぎ・もやし・きゅうり・人参・

キャベツ・果物

8 木 牛乳・菓子
さっぱりしょうが焼き・ごまマヨネーズ和え・

みそ汁・果物
無脂肪牛乳・菓子 豚肉・牛乳

砂糖・油・ごま・小麦粉・

さつまいも・マヨネーズ・米

しょうが・大根・キャベツ・人参・

きゅうり・白菜・ねぎ・しめじ・果物

9 金 牛乳・菓子 鶏のつくね焼き・大根のサラダ・わかめスープ・果物 無脂肪牛乳・菓子
鶏肉・豆腐・ツナ・

わかめ・牛乳
砂糖・片栗粉・ごま油・米

玉ねぎ・大根・人参・きゅうり・

えのきたけ・コーン・果物

12 月 牛乳・菓子
魚のかりん揚げ・キャベツのごま風味・

根菜汁・果物

無脂肪牛乳・

フルーツサンド

魚・油揚げ・

生クリーム・牛乳

片栗粉・油・砂糖・米

ごま油・パン

しょうが・にんにく・ねぎ・キャベツ・

もやし・大根・人参・ごぼう・果物
　

13 火 牛乳・菓子
魚のごまだれ焼き・じゃがいもと切干大根の煮物・

具だくさん汁・果物

無脂肪牛乳・

豆乳フレンチトースト

魚・油揚げ・牛乳

豆腐・卵・豆乳

ごま・砂糖・じゃがいも・

パン・バター・米

人参・切干大根・大根・人参・

チンゲン菜・しめじ・果物

14 水 牛乳・菓子
いか（未満児：白身魚）のレモン煮・ひじきのサラダ・

厚揚げのとろみ汁・果物
無脂肪牛乳・菓子

いか・ひじき・

厚揚げ・豚肉・牛乳

片栗粉・油・砂糖・米

ごま油・パン
もやし・人参・コーン・ねぎ・果物

15 木 牛乳・菓子 ≪　誕生会給食　≫
無脂肪牛乳・

ミニドック

豚肉・鶏肉・のり・

牛乳
ラーメン・ごま油・砂糖

人参・もやし・玉ねぎ・ねぎ・コーン・

にんにく・しょうが・小松菜・キャベツ・果物

16 金 牛乳・菓子 卵とじ・切干大根の中華あえ・みそ汁・果物 無脂肪牛乳・菓子 卵・豚肉・牛乳
油・砂糖・ごま油・米

じゃがいも

玉ねぎ・椎茸・グリンピース・切干大根・人参

小松菜・もやし・キャベツ・しめじ・果物

17 土 麦茶・菓子 カレー・果物 麦茶・菓子 豚肉 油・米・じゃがいも 人参・玉ねぎ・にんにく・果物

牛乳・菓子 ぶりの塩から揚げ・カラフルおひたし・みそ汁・果物 無脂肪牛乳・菓子
ぶり・わかめ・

豆腐・牛乳

ごま油・砂糖・ごま・米

片栗粉・油

にんにく・もやし・小松菜・人参・

キャベツ・コーン・玉ねぎ・果物

20 火 牛乳・菓子
鶏肉のトマト煮込み・スパゲッティサラダ・

青菜のスープ・果物

無脂肪牛乳・

カレーフライドポテト

鶏肉・ウィンナー・

牛乳

油・砂糖・米粉麺・米

マヨネーズ・じゃがいも

玉ねぎ・しめじ・にんにく・キャベツ・椎茸

コーン・きゅうり・人参・ほうれん草・果物

21 水 牛乳・菓子 和風オムレツ・ひじきのおひたし・豆乳スープ・果物 無脂肪牛乳・菓子
卵・鶏肉・ひじき・

豆乳・牛乳
油・砂糖・米

椎茸・玉ねぎ・小松菜・人参・筍・

もやし・コーン・チンゲン菜・果物

牛乳・菓子 運気あげあげ煮・もやしのごま酢あえ・みそ汁・果物
ヨーグルト

ババロア

鶏肉・豆腐・牛乳・

ヨーグルト・生クリーム・

ゼラチン

片栗粉・油・砂糖・ごま・米
かぼちゃ・大根・人参・れんこん・

もやし・小松菜・玉ねぎ・果物

23 金 牛乳・菓子 ≪　行事食　クリスマス　≫
無脂肪牛乳・

クリスマスケーキ
鶏肉・豚肉・牛乳 米・油

人参・玉ねぎ・枝豆・コーン・

キャベツ・きゅうり・小松菜・果物

26 月 牛乳・菓子 肉じゃが・納豆あえ・みそ汁・果物 無脂肪牛乳・菓子
豚肉・納豆・

かつお節・牛乳

じゃがいも・しらたき・

油・砂糖・米

玉ねぎ・人参・さやいんげん・もやし・

小松菜・白菜・大根・ねぎ・果物

27 火 牛乳・菓子 魚のしょうが焼き・のりびたし・豚汁・果物
牛乳・

お米スイートポテト

魚・のり・豚肉・

豆腐・牛乳
じゃがいも・しらたき・米

しょうが・小松菜・もやし・

人参・大根・ねぎ・ごぼう・果物

28 水 牛乳・菓子 カレー・ブロッコリーのマヨ味噌和え・果物 充実野菜・菓子 豚肉
じゃがいも・油・ごま・

マヨネーズ・米

玉ねぎ・人参・にんにく・ブロッコリー・

コーン・キャベツ・果物

毎月19日は食育の日　佐渡でとれた「ぶり」をつかった「ぶりの塩から揚げ」がでます。塩から揚げは、にんにくやごま油の風味でおいしく減塩ができます。

22 木

12月22日は「冬至」です。　運気あげあげ煮には、冬至に食べると幸運になる「ん」が２つつく食べ物がたくさんつかわれています。

＊上記は、全園児の主な食品のみ記載しています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  　　令和4年　１２月献立表　　　　社会福祉法人沢ねっこ　沢根保育園　      ＊園行事により献立を変更することがあります。

日 曜
　　　（全園児）

19 月

１年で一番昼が短く、夜が長い日が

冬至です。冬至の日にかぼちゃを食べ

たり、ゆず湯に入ったりすると風邪を

ひきにくくなるといわれています。
また、「ん」が２つつく食べ物を食
べると幸せになるといわれています。
１２月２２日の給食は、に冬至にち
なんだ献立になっています。「ん」が
２つつく食べ
物は何個入って
いるかな？

全園児の主食はごはんです。
土曜日のおやつは、飲み物と
お菓子です。

チキンライス
もみの木ハンバーグ
コールスローサラダ
コーンスープ
果物

誕生会給食

⾏事⾷

味噌ラーメン
鶏のアップルソース
のり酢あえ
果物

１１月 佐渡産食材

☆米

☆わかめ
☆にんにく

(保育園）
☆牛乳

☆さつまいも
(保育園）

☆りんご
☆干し椎茸

＜栄養価＞
3歳未満児・・・エネルギー523kcal/  タンパク質21.3g/脂質15.2g/カルシウム323mg/鉄2.0g/食塩1.8ｇ
3歳以上児・・・エネルギー366kcal/  タンパク質19.1ｇ/脂質12.7g/カルシウム257mg/鉄2.2g/食塩2.2g

冬⾄


