
12月　こんだてひょう すてっぷセンター　給食

御飯 けんちんうどん 御飯 御飯 北海道ミルクパン　 ピラフ

かんぱちの塩焼き 鶏肉のさっぱり煮 豚肉と春雨の炒め物 大豆のミートソース煮

三色ナムル かりかりチーズ揚げ きゃべつとコーンのソテー さつまいもスティック 小松菜のしらす和え

中華風コーンスープ かぼちゃとわかめのみそ汁 はくさいと豆腐のみそ汁 卵とわかめのスープ

果物（りんご） ヨーグルト（ストロベリー） 果物（みかん） 果物（りんご）

精白米　 干しうどん 精白米　 精白米　 北海道ミルクパン 精白米　
鶏肉もも皮なし　　 味の素ＫＫコンソメ

かんぱち さといも 鶏肉もも皮なし　　 豚もも　 豚ももミンチ 水
食塩 ごぼう 上白糖 はるさめ 牛ももミンチ　 有塩バター
きゅうり だいこん 料理酒 にんじん 水煮だいず 食塩
こいくちしょうゆ にんじん 穀物酢 ピーマン たまねぎ こしょう

豆腐（絹ごし） こいくちしょうゆ たまねぎ にんじん たまねぎ
にんじん かつお・昆布だし 食塩 ごま油 じゃがいも にんじん
ほうれんそう 三温糖 しょうが 料理酒 サラダ油 ピーマン
緑豆もやし 食塩 だいこん こいくちしょうゆ 味の素ＫＫコンソメ マッシュルーム水煮
こいくちしょうゆ こいくちしょうゆ 食塩 ホールトマト水煮缶 ウインナー（卵不使用）
ごま油 本みりん サラダ油 上白糖 オリーブ油
上白糖 片栗粉 キャベツ さつまいも ウスターソース
いりごま 冷凍コーン サラダ油 トマトケチャップ キャベツ

プロセスチーズ ロースハム 食塩 きゅうり
中華味 ぎょうざの皮(枚) 食塩 こまつな ツナ缶
水 サラダ油 こいくちしょうゆ すりみそ ちりめんじゃこ かいわれ
冷凍コーン かぼちゃ かつお・昆布だし こいくちしょうゆ サラダ油
鶏卵 サラダ油 すりみそ はくさい 穀物酢
たまねぎ 食塩 かつお・昆布だし 豆腐（絹ごし） 味の素ＫＫコンソメ 食塩
食塩 えのきたけ えのきたけ 水 こしょう
こいくちしょうゆ りんご カットわかめ ウインナー（卵不使用） 上白糖
片栗粉 かぼちゃ みかん キャベツ
かいわれ パセリ 味の素ＫＫコンソメ

ソフール（ストロベリー） 水
ぽんせんえび 小魚ぽんせん 鶏卵
かっぱえびせん まんまるソフトせんべい カットわかめ
ゼリー飲料（ぶどう） ゼリー飲料（りんご） えのきたけ

豆腐（絹ごし）
食塩
こいくちしょうゆ
片栗粉

りんご

御飯 御飯 御飯 パン（イエローロール）

すずきの塩こうじ焼き 照り焼きチキン 鮭のムニエル（片栗粉）

キャベツと油揚げの煮物 白菜のごま和え

ふとほうれんそうのすまし汁 かぼちゃのポタージュ

果物（みかん） ミルクプリン ロールケーキ ストロベリーババロア

精白米　 精白米　 精白米　 NEGイエロー

すずき 鶏肉もも皮付き ｱﾄﾗﾝﾃｨｯｸｻｰﾓﾝ 牛ももミンチ　
塩こうじ こいくちしょうゆ 食塩 豚ももミンチ
にんじん 本みりん こしょう 豆腐（絹ごし）
サラダ油 日本酒 片栗粉 片栗粉
食塩 上白糖 有塩バター たまねぎ

にんじん 食塩 食塩
キャベツ ブロッコリー ブロッコリー こしょう
油揚げ にんじん ナツメグ
かつお・昆布だし はくさい トマトケチャップ
本みりん にんじん こまつな にんじん
こいくちしょうゆ いりごま 冷凍コーン じゃがいも

こいくちしょうゆ ロースハム 片栗粉
かつお・昆布だし 上白糖 日清　マヨドレ サラダ油
おつゆふ 食塩
食塩 味の素ＫＫコンソメ かぼちゃ
うすくちしょうゆ ウインナー（卵不使用） たまねぎ ほうれんそう
ほうれんそう だいこん 味の素ＫＫコンソメ ツナ缶
たまねぎ パセリ 牛乳 日清　マヨドレ

水 豆乳（調整豆乳） こいくちしょうゆ
みかん 食塩

寒天ミルクプリンの素 こしょう 味の素ＫＫコンソメ
牛乳 有塩バター 食塩
フルーツソース（ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ） 水 はくさい

にんじん
ロールケーキ（いちご） 水
らくらくホイップ

ﾊﾞﾊﾞﾛﾘｱ（ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ）
牛乳
らくらくホイップ
いちご

エネルギー 371Kcal タンパク質 15g 脂質 11g カルシウム 124mg 鉄 1.6mg ビタミンA 192μg

ビタミンB1 0.22mg ビタミンB2 0.2mg ビタミンC 32mg 食物繊維 3.1g 食塩相当量 2g

きゃべつとツナのフレンチサ

ラダ

12日(月) 13日(火)14日(水)

<今月の栄養価(米飯、普通食を全量摂取した場合)>

23日(金)

22日(木) 21日(水)26日(月)

普；ぽんせんえび、粗・押；

かっぱえびせん、ぺ・管；ゼ

リー飲料（ぶどう）

ウインナーとキャベツのコン

ソメスープ

普；小魚ぽんせん、粗・押；

まんまるソフト、ぺ・管；ゼ

リー飲料（りんご）

8日(木)

16日(金) 19日(月) 20日(火) 15日(木) 27日(火) 28日(水)

材

料

小松菜とハムのサラダ（マヨ

ドレ）

ウインナーと大根のコンソメ

スープ

献

立

6日(火)

献

立

材

料

かまくらミートローフ（片栗

粉・豆腐使用）

ほうれん草のツナマヨサラダ

（マヨドレ）

はくさいとにんじんのコンソ

メスープ

令和4年
1日(木) 2日(金) 5日(月) 7日(水)

★ 地元のおやさい使っています！★

（普賢寺ふれあいの駅より納品）

精白米 すりみそ はくさい いちご

お楽しみ給食

「クリスマス」

給食レシピ ～かまくらミートローフ～

○材料（こども６人分）○

牛ミンチ・・120ｇ、豚ミンチ・・120ｇ、 絹ご

し豆腐・・60ｇ、片栗粉・・大さじ1、たまねぎ・・

120ｇ、塩・・小さじ1/3、こしょう、ナツメグ・・

少々、飾り用フライドポテト

○作り方○

１ 玉ねぎはみじん切りにし、フライパンで油（分

量外）で炒める。

２ １と残りの材料をよく混ぜ合わせる。

３ クッキングシートの上に２を細長くのせて、端

からシートをまき、直径５、６ｃｍの棒状に

仕上げる。シートの端はねじる。２００℃

のオーブンで２０～３０分焼く。竹串をさして

澄んだ汁がでれば焼き上がり。

４ 焼きあがったミートローフを２ｃｍの幅に切り、

お皿に寝かせる。フライドポテトをミートロー

フの周りに雪のように飾る。

★ 12月22日は冬至です ★
冬至は、一年の中で一番昼が短く、夜が長くなる日

のことです。冬至にはかぼちゃを食べて、ゆず湯に入

る習慣があります。

かぼちゃは、「なんきん」とも言い、「ん」のつく

食べ物は「運盛り」と言って、運気があがると言われ

ています。かぼちゃの主成分は炭水化物と水分ですが、

β-カロテンが豊富です。β-カロテンは体内でビタミ

ンAにかわり皮膚や粘膜を正常に保ちます。

ゆずは、強い香りで邪気払いをし、1年の無病息災

を願います。


