
令和4年度　１２がつこんだてひょう
綾東こども園

日（曜日） きゅうしょく 体をつくる エネルギー 調子を整える おやつ ざいりょう
さけのしおやき 鮭　油揚げ 油　砂糖 人参　 おかし おかし

1(木） ひじきのにもの かまぼこ　みそ 糸こんにゃく しめじ　玉ねぎ　 りんご りんご

みそしる 大豆　豆腐　 ねぎ　 ぎゅうにゅう 牛乳

とりにくのてりやき 鶏肉 油　砂糖　 玉ねぎ　人参　きゅうり フルーツヨーグルト ヨーグルト　みかん缶

２(金) フレンチサラダ ハム フレンチドレ きゃべつ　 せんべい パイナップル缶　

スープ ベーコン もやし　ねぎ せんべい　黄桃缶

はっぽうさい 豚肉　卵　いか 砂糖 玉ねぎ　白菜　しいたけ ラスク ソフトフランスパン

５（月) あげしゅうまい えび しゅうまいの皮 人参　みかん ぎゅうにゅう マーガリン　砂糖

みかん 豚ひき肉 　 牛乳

ちゃんぽんうどん 豚肉　かまぼこ 油 きゃべつ　人参　ねぎ おにぎり 米　ゆかり　ごま

６（火) うめサラダ ベーコン 砂糖 玉ねぎ　きゅうり　 おちゃ ちりめんじゃこ

りんご 切り干し大根　りんご お茶　わかめ

ハヤシライス 牛肉　ハム 油 玉ねぎ　人参　きゅうり せんべい せんべい

７(水) ポテトサラダ チーズ マヨネーズ マッシュルーム　 ゼリー ゼリー

チーズ じゃがいも ぎゅうにゅう 牛乳

さばのみそに 鯖　ハム 砂糖　 ほうれん草　人参　 だいがくいも さつまいも　黒ゴマ

８（木) だいこんサラダ 豆腐　みそ ごまドレ 大根　しょうが ぎゅうにゅう ざらめ　

すましじる かまぼこ　 ねぎ　 牛乳

ひじきいりあげつくね 鶏ひき肉 油　 玉ねぎ　人参　 おかし おかし

９（金） かばちゃサラダ 豆腐　ハム 砂糖 きゅうり　 バナナ バナナ

みそしる ひじき　みそ かぼちゃ 小松菜　ねぎ ぎゅうにゅう 牛乳

マーボーどうふ　　 豚ひき肉　豆腐 油　春雨 玉ねぎ　人参　にら ホットケーキ ホットケーキミックス

１２(月) ささみとやさいのあえもの ささみ　みそ フレンチドレ きゅうり　もやし　 ぎゅうにゅう バナナ　豆乳

みかん 砂糖 みかん 牛乳

しろみさかなのごまさくさくやき 白身魚　パン粉 油　砂糖 人参　玉ねぎ　もやし マカロニきなこ きなこ　砂糖　マカロニ

１３(火) もやしのナムル ハム ごま えのき　 ぎゅうにゅう 牛乳

みそしる 豆腐　みそ 大根
ぶたにくのしょうがやき 豚肉　かまぼこ 砂糖　春雨 玉ねぎ　もやし　にんじん スイートポテト さつまいも　黒ゴマ

1４(水） わかめとはるさめのあえもの 豆腐　 油 きゅうり ぎゅうにゅう バター　卵

すましじる ごま　わかめ えのき　ねぎ 練乳　牛乳

からあげ ハム 砂糖　油 大根　人参　ごぼう しらたまだんご 白玉粉　豆腐

1５(木) ひじきのマヨサラダ 鶏肉　ひじき 里芋 きゃべつ　きゅうり ぎゅうにゅう きなこ　砂糖　

とんじる 豚肉　みそ こんにゃく ねぎ　コーン 醤油　片栗粉　牛乳

カレーライス 牛肉　かにかま じゃがいも　油 人参　グリーンピース おかし おかし

1６（金) ブロッコリーサラダ チーズ 砂糖 玉ねぎ　きゅうり　 みかん みかん

チーズ 青じそドレ ブロッコリー ぎゅうにゅう 牛乳

すきやきふうに 牛肉　焼き豆腐 砂糖 ごぼう　白菜　人参 とうふドーナツ 豆腐　砂糖　油

１９(月) はるさめのすのもの かにかまぼこ 糸こんにゃく きゅうり　もやし　 ぎゅうにゅう ホットケーキ

バナナ 春雨 バナナ 牛乳

さけのさいきょうやき 鮭　ちくわ　みそ 砂糖　油 ごぼう　れんこん　人参 はちみつパン 食パン　はちみつ

２０（火） ちくぜんに 鶏肉　 いんげん　ねぎ　 ジャムパン マーガリン　イチゴジャム

すましじる 豆腐　わかめ 玉ねぎ　えのき ぎゅうにゅう 牛乳

とりにくのコーンフレークやき 鶏肉　ツナ 油　 人参　玉ねぎ　きゅうり ヨーグルト ヨーグルト

２１(水) ツナサラダ ウィンナー じゃがいも キャベツ　コーン せんべい せんべい

ミネストローネふうスープ マヨネーズ トマト缶
ヘルシーミートローフ 豚ひき肉　豆腐 砂糖　油 人参　玉ねぎ　レタス せんべい せんべい

２２(木) レタスサラダ カニカマ 和風ドレ きゅうり　ねぎ りんご りんご

たまごスープ 卵 ほうれん草　 ぎゅうにゅう 牛乳

ピラフ　マカロニサラダ ウインナー　 砂糖　じゃがいも 玉ねぎ　　人参 ケーキ ケーキ

２３（金) ローストチキン　イチゴ 鶏肉　ハム マヨネーズ しめじ　きゅうり ぎゅうにゅう 牛乳

ブロッコリー　じゃがいもスープ 卵 マカロニ イチゴ　ブロッコリー
にくじゃが 豚肉 砂糖　じゃがいも 人参 おかし おかし

２６(月) きゃべつのしおこんぶあえ 塩こんぶ 油　ごま油 きゃべつ　きゅうり ゼリー ゼリー

みかん 糸こんにゃく みかん ぎゅうにゅう 牛乳

とうふのまさごあげ 卵　鶏ひき肉 油　 人参　きゅうり　 きなこクリームサンド 食パン　きなこ

２７(火) はるさめサラダ ハム　えび 砂糖　春雨 コーン　 ぎゅうにゅう 砂糖

みそしる ちりめんじゃこ マヨネーズ 玉ねぎ　 牛乳

プリン プリン

２８（水） おべんとうのひ おかし おかし

１２月６日（火）、２３日（金）は白ごはんはいりません。コップは持ってきてください
・材料購入の都合によっては変更させていただくことがあります。

・お弁当の日はお箸をもってきてください
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わかめと春雨の和え物 

材料 （１人分） 

生わかめ   ６ｇ 

春雨     ３ｇ 

人参     ６ｇ 

きゅうり   ５ｇ 

かまぼこ   ５ｇ 

もやし    ８ｇ 

しょうゆ  １．６ｇ 

砂糖    ０．８ｇ 

酢     １．６ｇ 

ごま    ０・８ｇ 

ごま油   ０．４ｇ 

さっぱりした酢の物で、ごまの香ばしい風味もあり子どもたちも大好きなメニューです！ 

 

朝・夕の空気もすっかり冷え、寒さの厳しい季節になってきました。 

気温差も厳しく、風邪をひきやすい時期になりますので、からだの温まる食事で寒さを乗り切れる

ようにしていきたいですね。 

普段の食事に気を配りながら、病気に負けないからだ作りをしていきましょう。 

 

 

１２月給食だより 

ゆきだるまカップケーキ   

 

 園では、乳児クラスはお部屋で、幼児クラスはランチルームで給食をいただきます。 

ランチルームでは展示されている給食をみて、自分たちで食べられる量を決め、ランチルームの先

生に伝えています。苦手そうに見えても食べてみるとおいしくておかわりする子、苦手なものでも

最後まで自分で食べようする子などが増えてきています。  

 

０～１歳児    手づかみで自分で食べようとする 

２歳児     道具を使って自分で食べようとする 

３歳児     こぼさず自分で食べようとする 

４歳児     マナーを守って自分で食べようとする 

５歳児     友だちと一緒に食事を楽しむ 

このように年齢に応じて食育目標を立てています。 

自分で食べようとするこども達の意欲を育てていきたいですね。 

 

作り方 

１．人参、きゅうりを千切りにし、もやしを食べやすい

長さに折ってゆでる 

２．わかめを細かく切りゆで、かまぼこを千切りにして

ゆでる 

３．春雨をゆでて食べやすい長さに切っておく 

４．ごまを炒る 

５．１～４の材料と調味料を混ぜ合わせる 

 


