
2021年度　　

ごはん 干菓子 牛乳

すき焼き風煮 にんじんジャムサンド

トマトときゅうりの中華和え

ふかし芋

みそ汁

ごはん 干菓子 牛乳

サケのヨーグルト味噌焼き オレンジゼリー

ひじき豆

すまし汁

バナナ

マーボー丼 干菓子 牛乳

中華スープ カレーパン

りんご

ごはん 干菓子 牛乳

タンドリーチキン さつまいものおやき

ごぼうサラダ

みそ汁

みかん

ごはん 干菓子 牛乳

チンジャオロース ポンデケージョ

大根と枝豆のマヨサラダ

かぼちゃのソテー

みそ汁

ごはん 干菓子 牛乳

納豆かき揚げ フルーツヨーグルト

春雨の酢の物

コーンソテー

みそ汁

ごはん 干菓子 牛乳

鶏肉のさっぱり煮 きな粉団子

きゃべつのごま和え

じゃこのマリネ

みそ汁

ごはん 干菓子 牛乳

カレイの煮付け クッキー

大根のナムル

ブロッコリーのゆかり和え

みそ汁

ごはん 干菓子 牛乳

鮭のちゃんちゃん焼き スイートポテト

煮豆

トマト

すまし汁

ふりかけごはん 干菓子 麦茶

タラのカレームニエル フルーチェ

切干大根煮

きゃべつの浅漬け

みそ汁

1 水

精白米 豚肉 焼豆腐 糸こんにゃく はくさい 小
松菜 にんじん たまねぎ 長葱 サラダ油 砂糖 濃
口しょうゆ トマト きゅうり わかめ 米酢 ごま
油 さつまいも なめこ 青葱 みそ 削り節 こんぶ
牛乳 にんじん　りんご　バター

１２月献立表　

給
食 材料

朝
おやつ

おやつ

2 木

精白米 さけ ヨーグルト みそ 濃口しょうゆ 砂
糖 しょうが レモン汁 大豆 ひじき うす揚げ に
んじん ごぼう サラダ油  しめじ にら 薄口しょ
うゆ 食塩 削り節 こんぶ バナナ 牛乳 オレンジ
ジュース クールゼリーの素

3 金

精白米 木綿豆腐 豚ミンチ しょうが にんじん
たまねぎ にら ごま油 砂糖 濃口しょうゆ みそ
片栗粉 はくさい 青葱 薄口しょうゆ 鶏がら
スープの素 りんご 牛乳 食パン カレー　油

6 月

精白米 鶏もも肉 豆乳ヨーグルト ウスターソー
ス カレー粉 食塩 ケチャップ 砂糖 しょうが に
んにく ごぼう 米酢 シーチキン きゅうり にん
じん ひじき マヨドレ 濃口しょうゆ 白ごま ご
ま油 木綿豆腐 青葱 みそ 削り節 こんぶ みかん
牛乳 さつまいも 片栗粉 上新粉 サラダ油

7 火

精白米 牛肉 たけのこ にんじん ピーマン 赤パ
プリカ 料理酒 片栗粉 サラダ油 オイスター
ソース 砂糖 食塩 濃口しょうゆ ごま油 大根 わ
かめ えだまめ マヨドレ かぼちゃ えのき 青葱
みそ こんぶ 削り節 牛乳 じゃがいも チーズ 上
新粉

8 水

精白米 にんじん たまねぎ ごぼう 納豆 さつま
いも アミエビ 上新粉 食塩 しょうが サラダ油
はるさめ キャベツ きゅうり 白ごま 米酢 砂糖
コーン 大根 青葱 みそ 削り節 こんぶ 牛乳
ヨーグルト みかん缶 パイン缶

9 木

精白米 鶏もも肉 米酢 濃口しょうゆ 砂糖 キャ
ベツ にんじん コーン 白ごま かえりちりめん
白ごま みりん だいこん 青葱 みそ 削り節 こん
ぶ 牛乳 白玉粉　絹ごし豆腐　きな粉

10 金

精白米 カレイ 砂糖 みりん 濃口しょうゆ しょ
うが 大根 にんじん 小松菜 米酢 ごま油 ブロッ
コリー ゆかり たまねぎ さつまいも 青葱 みそ
削り節 こんぶ 牛乳 小麦粉　バター

13 月

精白米 さけ キャベツ たまねぎ えのき ピーマ
ン にんじん サラダ油 みそ 砂糖 濃口しょうゆ
大豆 こんぶ トマト わかめ 青葱 薄口しょうゆ
食塩 削り節 牛乳 さつまいも　バター　卵

14 火

精白米　ふりかけ　たら　食塩　上新粉　カ
レー粉　油　ウスターソース　ケチャップ　切
干大根　人参　いんげん　うすあげ　砂糖　み
りん　濃口醤油　キャベツ　米酢　玉ねぎ　し
めじ　青ネギ　みそ　削り節　昆布　牛乳　フ
ルーチェ



ふりかけごはん 干菓子 牛乳

サケの香草マヨ焼き かぼちゃプリン

野菜の酢の物

昆布のおかか煮

みそ汁

ごはん 干菓子 牛乳

鶏肉のみそ照り焼き メープルさつまいも

もやしのカレーソテー

すまし汁

りんご

クリームシチュー 干菓子 牛乳

ロールパン いちごのショートケーキ

唐揚げ

プチトマトのピクルス

みかん

ごはん 干菓子 牛乳

あじの塩焼き ピーチゼリー

中華風和え物

青のりポテト

豚汁

ふりかけごはん 干菓子 牛乳

タラのカレームニエル 麩のラスク

切干大根煮

きゃべつの浅漬け

みそ汁

ごはん 干菓子 牛乳

サワラの梅みそ焼き 磯辺団子

小松菜のポン酢和え

昆布のおかか煮

すまし汁

ごはん 干菓子 牛乳

豚肉のごまだれ炒め いちごジャムパン

きゃべつとわかめの酢の物

かぼちゃのソテー

みそ汁

ごはん 干菓子 牛乳

タンドリーチキン りんごゼリー

ごぼうサラダ

みそ汁

ビビンバ 干菓子 牛乳

中華スープ ポンデケージョ

みかん

みそラーメン マフィン

チャーハン

りんご

※食材の都合により、献立を変更することがあります。イベントの日程により献立が前後することがあります。

15 水

精白米 ふりかけ さけ たまねぎ 青のり サラダ
油 上新粉 食塩 マヨドレ きゅうり にんじん
キャベツ 砂糖 米酢 白ごま こんぶ 削り節 濃口
しょうゆ 小松菜 うす揚げ みそ 牛乳 かぼちゃ
調整豆乳 アガー

16 木

精白米 鶏もも肉 みそ みりん 砂糖 もやし にん
じん ピーマン サラダ油 カレー粉 濃口しょう
ゆ 木綿豆腐 青葱 薄口しょうゆ 食塩 削り節 こ
んぶ りんご 牛乳 さつまいも メープルシロッ
プ

17 金

精白米 鶏もも肉 しょうが にんにく 食塩 黒こ
しょう 濃口しょうゆ みりん 片栗粉 サラダ油
じゃがいも  米酢 砂糖  ブロッコリー にんじん
コンソメ  しめじ  ミニトマト　　コーン　み
かん 牛乳 小麦粉　ベーキングパウダー　卵
グラニュー糖　いちご　生クリーム

精白米 豚ミンチ にんにく しょうが ほうれん
草 にんじん もやし コーン サラダ油 濃口しょ
うゆ 砂糖 ごま油 白ごま はくさい にら 薄口
しょうゆ 鶏がらスープの素 みかん 牛乳  じゃ
がいも　片栗粉　牛乳　スライスチーズ

20 月

精白米 あじ 食塩 キャベツ にんじん にら シー
チキン コーン 砂糖 濃口しょうゆ ごま油 みり
ん じゃがいも 青のり 豚肉 はくさい 大根 たま
ねぎ 青葱 こんぶ 削り節 みそ 牛乳 ピーチ
ジュース クールゼリーの素

21 火

精白米 ふりかけ タラ 食塩 黒こしょう 上新粉
カレー粉 オリーブ油 ウスターソース ケチャッ
プ 切干しだいこん にんじん いんげん うす揚
げ サラダ油 砂糖 みりん 濃口しょうゆ キャベ
ツ 米酢 たまねぎ しめじ 青葱 みそ 削り節 こ
んぶ 牛乳  麩　グラニュー糖

28 火

中華麺　みそ　醤油　鶏がらスープの素　人参
キャベツ　玉ねぎ　豚肉　しらす　卵　精白米
レタス　りんご　小麦粉　卵　牛乳　砂糖

24 金

精白米 鶏もも肉 豆乳ヨーグルト ウスターソー
ス カレー粉 食塩 ケチャップ 砂糖 しょうが に
んにく ごぼう 米酢 シーチキン きゅうり にん
じん ひじき マヨドレ 濃口しょうゆ 白ごま ご
ま油 木綿豆腐 青葱 みそ 削り節 こんぶ 牛乳
りんごジュース　クールゼリーの素

22 水

精白米 さわら みそ 砂糖 梅干 みりん 小松菜
にんじん えのき 濃口しょうゆ 米酢 こんぶ 削
り節 わかめ 青葱 薄口しょうゆ 食塩 牛乳 白玉
粉 絹越豆腐 焼きのり

23 木

精白米 豚肉 白ごま たまねぎ にんじん 砂糖 濃
口しょうゆ みりん 料理酒 サラダ油 わかめ
キャベツ しらす干し 米酢 食塩 木綿豆腐 青葱
みそ 削り節 こんぶ かぼちゃ 牛乳 いちごジャ
ム　パン　バター

27 月


