
10時のおやつ 10時のおやつ

（3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児 （3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児

けんちんうどん うどん ぶたもも だいこん エネルギー 477 Kcal 532 Kcal 和風きのこスパゲティー マカロニ・スパゲティ ベーコン たまねぎ エネルギー 516 Kcal 575 Kcal

豆腐入り松風焼き さといも 油揚げ にんじん お好み焼き たんぱく質 23.3ｇ 25.9ｇ キャベツとハムのサラダ オリーブ油 ロースハム にんじん おはぎ たんぱく質 16.8ｇ 17.7ｇ

茹でブロッコリー 三温糖 削り節 ごぼう 脂  質 17.1 ｇ 17.8 ｇ かぶとほうれん草のスープ 有塩バター あずき まいたけ 脂  質 16.8 ｇ 17.2 ｇ

ミニゼリー いりごま 鶏ひき肉 長ねぎ 牛乳 果物 マヨネーズ えのきたけ 牛乳

木綿豆腐 ほうれんそう 精白米 黄ピーマン

鶏卵 みついしこんぶ 砂糖 くだもの

麦わかめご飯 精白米 さわら 乾わかめ エネルギー 514 Kcal 569 Kcal ツナピラフ 精白米 まぐろ油漬缶詰(白) たまねぎ エネルギー 501 Kcal 539 Kcal

さわらの西京焼 押麦 淡色辛みそ ほうれんそう ガーリック たんぱく質 22.2ｇ 24.4ｇ カリカリベーコンサラダ 有塩バター ベーコン にんじん さつまいも たんぱく質 16.5ｇ 16.4ｇ

ほうれん草の白和え 三温糖 木綿豆腐 にんじん トースト 脂  質 17.2 ｇ 17.6 ｇ 白菜と人参のスープ 調合油 コーン缶詰粒 蒸しパン 脂  質 15.8 ｇ 15.7 ｇ

かき卵汁 いりごま 鶏卵 切りみつば ヨーグルト 三温糖 マッシュルーム

果物 しらたき 削り節 えのきたけ 牛乳 さつまいも キャベツ 牛乳

片栗粉 パルメザンチーズ くだもの ごま きゅうり

チーズパン コッペパン プロセスチーズ パセリ エネルギー 477 Kcal 532 Kcal チキンカレー 精白米 若鶏もも しょうが エネルギー 488 Kcal 543 Kcal

チキンピカタ 薄力粉 若鶏もも トマトケチャプ たらマヨ たんぱく質 19.9ｇ 21.7ｇ フレンチサラダ 押麦 ベーコン にんにく 人参と豆腐 たんぱく質 14.4ｇ 14.8ｇ

切り干し大根のサラダ いりごま 鶏卵 切干しだいこん おにぎり 脂  質 19.1 ｇ 20.3 ｇ チンゲン菜とベーコンのスープ じゃがいも 絹ごし豆腐 たまねぎ のケーキ 脂  質 16.5 ｇ 17.0 ｇ

かぶとしめじの豆乳スープ 三温糖 豆乳 きゅうり 果物 調合油 鶏卵 にんじん

調合油 たらこ にんじん 麦茶 三温糖 キャベツ 牛乳

有塩バター かぶ くだもの

ロールパン ロールパン 若鶏もも ブロッコリー エネルギー 612 Kcal 697 Kcal ご飯 精白米 ぎんざけ たまねぎ エネルギー 482 Kcal 546 Kcal

鶏肉の唐揚げ 片栗粉 若鶏むね にんにく チーズケーキ たんぱく質 20.3ｇ 22.1ｇ 鮭のホイル焼き 有塩バター 鶏卵 にんじん バナナ たんぱく質 19.2ｇ 20.7ｇ

ミニマカロニグラタン 調合油 パルメザンチーズ たまねぎ 脂  質 35.6 ｇ 40.8 ｇ 付け合わせのふかし芋 さつまいも 淡色辛みそ ぶなしめじ 春巻き 脂  質 16.2 ｇ 16.5 ｇ

ブロッコリーの和風ドレッシングサラダ マカロニ クリームチーズ にんじん 麦茶 ミニトマト 春巻きの皮 あずき えのきたけ

キャベツとしめじのスープ 有塩バター 鶏卵 マッシュルーム にらとたまごの味噌汁 三温糖 ミニトマト 牛乳

果物 薄力粉 生クリーム くだもの 調合油 にら

豚玉丼 精白米 ぶたロース たまねぎ エネルギー 512 Kcal 564 Kcal 親子丼 精白米 若鳥もも たまねぎ エネルギー 496 Kcal 543 Kcal

もやしと竹輪の和え物 押麦 鶏卵 えのきたけ ジャムサンド たんぱく質 19.9ｇ 21.4ｇ さつま芋のサラダ 押麦 鶏卵 たまねぎ フルーツ たんぱく質 17.9 ｇ 18.9 ｇ

キャベツとえのきの味噌汁 食パン 焼き竹輪 りょくとうもやし 脂  質 15.1 ｇ 15.0 ｇ ミニトマト さつまいも ロースハム きゅうり ヨーグルト 脂  質 16.0 ｇ 16.2 ｇ

果物 ソフトマーガリン かつお節 にんじん 牛乳 キャベツと油揚げの味噌汁 マヨネーズ 油揚げ にんじん

淡色辛みそ キャベツ 三温糖 淡色辛みそ コーン缶詰粒 おせんべい

くだもの プレーンヨーグルト ミニトマト

中華丼 精白米 ぶたもも はくさい エネルギー 476 Kcal 523 Kcal

春雨サラダ 調合油 ブラックタイガー たまねぎ 焼き芋 たんぱく質 15.2ｇ 15.4ｇ

わかめとコーンのスープ 三温糖 うずら卵水煮缶詰 にんじん 脂  質 14.8 ｇ 14.4 ｇ

果物 片栗粉 ロースハム さやえんどう 牛乳

ごま油 ゆでたけのこ

はるさめ くだもの

ご飯 精白米 さば まいたけ エネルギー 479 Kcal 528 Kcal

さばの香味焼き コッペパン かつお節 長ねぎ ココア たんぱく質 20.3ｇ 22.0ｇ

ブロッコリーおかか和え 調合油 油揚げ ブロッコリー 揚げパン 脂  質 17.0 ｇ 17.6 ｇ

ミニトマト 砂糖 淡色辛みそ にんじん

まいたけと油揚げの味噌汁 ミニトマト 牛乳

果物 くだもの

てりやきバーガー コッペパン ぶたひき肉 たまねぎ エネルギー 525 Kcal 579 Kcal

フライドポテト ソフトマーガリン 鶏卵 にんじん 納豆巻き たんぱく質 18.9ｇ 19.7ｇ

スティック野菜 マヨネーズ チーズ きゅうり 脂  質 22.2 ｇ 23.1 ｇ

キャンディーチーズ 調合油 納豆 トマトケチャプ 麦茶

キャベツとたまねぎのスープ パン粉 キャベツ

三温糖 焼きのり

ふりかけご飯 精白米 はんぺん こまつな エネルギー 551 Kcal 608 Kcal

はんぺんチーズフライ 薄力粉 チーズ にんじん 蒸しプリン たんぱく質 19.7ｇ 21.3ｇ

小松菜と油揚げの煮浸し パン粉 鶏卵 えのきたけ 脂  質 19.2 ｇ 20.4 ｇ

豆腐とえのきのすまし汁 調合油 油揚げ こねぎ おせんべい

果物 三温糖 木綿豆腐 みついしこんぶ

グラニュー糖 削り節 くだもの
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12月の旬の食材

大根 かぶ 白菜 ごぼう 小松菜 ほうれん草 さつまいも さといも みかん りんご たら ぶり

冬野菜といえば、大根・白菜・ねぎ・ほ

うれん草・春菊など、どの野菜にも体に

必要な栄養素がいっぱいです。体を温め

たり、風邪の予防や症状を和らげるなど、

嬉しい作用がたくさんあります。冬野菜

をたっぷり食べましょう。

◎白菜‥淡白で他の材料との調和が良く、

鍋にはなくてはならない野菜

◎ほうれん草‥鉄分が豊富

◎大根‥冬に甘味を増し、消化酵素で胃

腸の働きを整える

風邪予防のウィルスを防ぐには、免疫機

能を高めること、身体をあたためることが

大切です。ビタミン・ミネラルを十分にと

り、バランスの良い食事をとることが風邪

の予防になります。

●身体をあたためるメニュー‥鍋、おでん、

うどん、雑炊、おじや、スープ・スープ煮、

シチュー、グラタンなど

●身体をあたためる食品‥ネギ・ニラ・タ

マネギ・ショウガ・ニンニク・かぼちゃ・

ごぼう・人参・大根など


