
 
 
 
 
  
 
 

 
 将来の病気予防のために 

 バランスのとれた食事を心がけましょう 

    
 
  
 
 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年は、１２月２１日が冬至です！ 

 しばらくお休みしていたクッキング。 

感染対策をしっかりとりながら、11 月 19 日

にくじらグループさんがスイートポテト作り

に挑戦しました。使用したサツマイモは、自分

たちで収穫したお芋！！  

 らいおん組さんの分を一生懸命作ってくれ

ました。 

焼きあがった沢山のスイートポテトは、美味し

く出来上がっていて、ほとんど完食でした♪ 

  

  

   

 慌ただしい師走
し わ す

。 

年末は忙しさのためにあれこれ手間をかけることも少なくな

りがちですが、お子さんと一緒に大掃除したり、お正月の準備や

おせち料理の準備をしたりして、昔から日本に残る風習を伝える 

良い機会になるといいですね。 

 我が家では、毎年、子どもたちに窓ふきをお願いしています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

たんぽぽ共同保育園給食室 2020年(令和 2年)12月 

 

 

★★クッキング★★ 

 

 

 

 ２０２０年度から『日本人の食事摂取基準』が

新しくなりました。この基準は健康増進法の規定

により、国民が健康を保つうえで摂取することが

望ましいエネルギー及び栄養素の量の基準を厚労

省が定めたもので、5 年ごとに改定されています。 

 生活習慣病は、今や大人だけではなく、子ども

もかかる病気とされています。健康長寿は子ども

時代からの食生活があってこそ。ご家庭の食事＋

たんぽぽの給食で子どもたちの健やかな成長を！ 

 

 

 

  

  

 

たんぽぽレシピ  

『野菜クラッカー』 

 

材料(1 人分)：小麦粉 20ｇ 人参 5ｇ 玉葱 4ｇ 

   青のり少々 塩 0.2ｇ 砂糖 2ｇ バター5.5ｇ 

作り方 

① 人参と玉葱は、みじん切りにする。 

② 材料を混ぜ合わせ、粉っぽさがなくなるまで 

こねる。 

③ 調理台の上に、クッキングシートを敷き、麺棒で

生地をのばし、包丁またはスケッパーで食べやす

い大きさに切り込みを入れ、フォークで穴をあけ

る。 

④ トースターやオーブンでこんがり焼いて、出来上

がり。 

  

  

 



ｴﾈﾙｷﾞｰ(Kcal)
蛋白質（ｇ）
脂質（ｇ）
塩分（ｇ）

(　 )は未満児

ごはん しらす昆布おにぎり 492.3(456.9)

麻婆豆腐 すまし汁(大根・玉葱) 17.2(15.9)

ひじきの中華サラダ りんご 10.0(9.1)

ワンタンスープ 2.3(2.1)

ごはん パンケーキ 584.5(544.2)

かじきフライ さつま芋煮 牛乳 22.0(20.4)

人参サラダ(ツナ) みかん 14.8(13.9)

味噌汁(高野豆腐・大根) 1.7(1.5)

ごはん 和風スパゲティ 507.5(474.5)

ごぼうハンバーグ 牛乳 20.4(19.1)

もやし小松菜人参おかか和え 柿 13.8(13.1)

味噌汁(白菜・玉葱) 1.4(1.3)

ごはん シュガートースト 501.0(467.5)

鰆の西京焼き　煮豆 牛乳 19.6(18.2)

切り干し大根煮 りんご 13.4(12.7)

味噌汁(キャベツ・なめこ) 1.5(1.4)

こぎつねごはん 豆パン 521.3(488.2)

きゃべつもやししめじ炒め 牛乳 17.5(16.4)

さつま芋煮 みかん 11.5(11.1)

味噌汁(大根・玉葱) 2.0(1.8)

ごはん きぬかつぎ 470.7(437.7)

タンドリーチキン(1階のクラスは鶏の照り焼き) 牛乳 21.1(19.5)

さつま芋煮　切り昆布と野菜の煮物 柿 11.2(10.6)

味噌汁(高野豆腐・キャベツ) 1.9(1.7)

ごはん もちもちパン 499.6(471.4)

筑前煮 牛乳 19.3(18.4)

大根人参磯和え りんご 11.6(11.4)

味噌汁(白菜・長葱) 1.8(1.7)

ごはん 焼きもろこしおにぎり 492.1(455.2)

鱈フライ　蓮根煮 すまし汁(キャベツ・わかめ) 15.8(14.5)

さつま芋サラダ りんご 6.1(5.5)

味噌汁(大根・玉葱) 2.0(1.9)

そぼろ丼(とりそぼろ) チーズ蒸しパン 562.6(524.7)

きゅうりわかめしらすの酢の物 牛乳 21.9(20.4)

味噌汁(キャベツ・豆腐) 柿 13.2(12.5)

2.3(2.1)

ごはん マカロニきな粉和え 510.8(475.3)

鰤の照り焼き　人参甘煮 牛乳 21.2(19.7)

ひじきの煮物 りんご 14.7(13.7)

味噌汁(白菜・玉葱) 1.5(1.3)

刻み昆布の混ぜご飯 チーズパン 523.6(491.5)

しらす入り野菜炒め 牛乳 17.2(16.3)

ごまポテト みかん 12.8(12.4)

味噌汁(大根・麩) 2.3(2.1)

ごはん いももち 541.0(503.6)

松風焼き 牛乳 22.2(20.5)

ネバネバ和え(人参) りんご 15.8(14.6)

味噌汁(白菜・えのき) 1.4(1.3)

ごはん すいとん（玉葱） 474.7(437.9)

肉じゃが みかん 16.9(15.5)

青菜えのきツナの和えもの 9.3(8.5)

味噌汁(大根・豆腐) 2.0(1.9)

たんぽぽ共同保育園　予定献立表2020年12月

日
曜
日

昼　　食 おやつ 血や肉をつくるもの 熱や力となるもの 体の調子を整えるもの

献　立 材　料　名

01 火

木綿豆腐、豚ひき
肉、しらす干し、米
みそ（淡色辛み
そ）、かつお節

七分つき米、ごま油、
ワンタンの皮、三温
糖、片栗粉、ごま

たまねぎ、緑豆もやし、りん
ご、きゅうり、キャベツ、に
んじん、だいこん、しいた
け、ねぎ、コーン缶、にら、
ひじき、刻みこんぶ、あお

のり、にんにく

02 水

牛乳、かじき、ヨー
グルト(無糖)、ツナ
水煮缶、米みそ（淡
色辛みそ）、凍り豆

腐

七分つき米、ホット
ケーキ粉、さつまい
も、小麦粉、パン粉、
油、三温糖、片栗粉

みかん、緑豆もやし、にん
じん、こまつな、だいこん

03 木

牛乳、豚ひき肉、鶏
ひき肉、米みそ（淡

色辛みそ）、バ
ター、かつお節

七分つき米、スパゲ
ティ、パン粉、油、三

温糖、片栗粉

緑豆もやし、かき、たまね
ぎ、こまつな、はくさい、ご
ぼう、キャベツ、にんじん、

焼きのり

04 金

牛乳、さわら、うず
ら豆（煮豆）、米み
そ（淡色辛みそ）、
バター、油揚げ

七分つき米、食パン、
三温糖、グラニュー

糖、ごま油

りんご、キャベツ、なめこ、
にんじん、切り干しだいこ

ん、しいたけ

05 土

牛乳、鶏ひき肉、ツ
ナ水煮缶、米みそ
（淡色辛みそ）、油
揚げ、ひよこまめ

（ゆで）

七分つき米、ロール
パン、さつまいも、

油、三温糖

みかん、キャベツ、緑豆も
やし、だいこん、たまねぎ、
しめじ、にんじん、コーン缶

07 月

牛乳、鶏もも肉、
ヨーグルト(無糖)、
米みそ（淡色辛み
そ）、凍り豆腐、油

揚げ

さといも、七分つき
米、さつまいも、すり
ごま、三温糖、油、片

栗粉

かき、キャベツ、にんじん、
しめじ、刻みこんぶ、にんに

く

08 火
牛乳、鶏もも肉、粉
チーズ、米みそ（淡

色辛みそ）

七分つき米、さとい
も、白玉粉、板こん
にゃく、ホットケーキ

粉、油

だいこん、りんご、にんじ
ん、れんこん、はくさい、し
いたけ、ねぎ、いんげん、

焼きのり

09 水
たら、米みそ（淡色

辛みそ）

七分つき米、さつまい
も、パン粉、小麦粉、
油、三温糖、片栗粉

りんご、にんじん、だいこん、たま
ねぎ、キャベツ、コーン缶、いん

げん、生わかめ
れんこん

10 木

牛乳、鶏ひき肉、木
綿豆腐、ピザ用
チーズ、しらす干

し、米みそ（淡色辛
みそ）

七分つき米、ホット
ケーキ粉、三温糖、ご

ま

きゅうり、かき、ほうれんそ
う、キャベツ、しいたけ、に
んじん、生わかめ、しょうが

11 金

牛乳、ぶり、だいず
水煮缶詰、米みそ
（淡色辛みそ）、き

な粉、油揚げ

七分つき米、マカロ
ニ、しらたき、三温
糖、ごま、ごま油

りんご、れんこん、はくさ
い、たまねぎ、にんじん、ご

ぼう、しいたけ、ひじき

12 土

牛乳、豚ひき肉、と
ろけるチーズ、米み
そ（淡色辛みそ）、

しらす干し

七分つき米、ロール
パン、じゃがいも、焼

ふ、油、すりごま

みかん、キャベツ、だいこ
ん、たまねぎ、にんじん、い

んげん、刻みこんぶ

14 月

牛乳、豚ひき肉、挽
きわり納豆、米みそ
（淡色辛みそ）、しら

す干し、きな粉

七分つき米、さつまい
も、パン粉、ごま、三

温糖

りんご、たまねぎ、こまつ
な、はくさい、にんじん、え
のきたけ、しめじ、焼きのり

15 火

豚肉(ロース)、木綿
豆腐、ツナ水煮缶、
米みそ（淡色辛み

そ）、油揚げ

七分つき米、じゃがい
も、小麦粉、しらたき、

三温糖、ごま、油

みかん、ほうれんそう、たまね
ぎ、にんじん、えのきたけ、だい

こん、いんげん、しょうが

☆市場の都合により、献立を変更することがあります。ご了承ください。

☆給食の事で、ご質問などありましたら、お気軽に給食室までどうぞ♪

☆お米は、産地直送の庄内米を使用しています。(七分つき米を使用)



ｴﾈﾙｷﾞｰ(Kcal)
蛋白質（ｇ）
脂質（ｇ）
塩分（ｇ）

(　 )は未満児

日
曜
日

昼　　食 おやつ 血や肉をつくるもの 熱や力となるもの 体の調子を整えるもの

献　立 材　料　名

ごはん 焼きおにぎり 443.8(413.4)

かれいの野菜あんかけ すまし汁(玉葱・蕪の葉) 18.9(17.4)

かぶと蓮根の煮物 柿 3.1(2.9)

味噌汁(大根・長葱) 2.0(1.9)

♪♪お誕生会♪♪ スイートポテト(卵なし) 552.4(516.5)

ひじきごはん　鶏の甘辛煮 牛乳 20.0(18.4)

カリフラワーおかかあえ りんご寒天 15.5(14.6)

きゃべつわかめコーンのサラダ　味噌汁(白菜・ごぼう) 1.6(1.5)

ごはん きつねうどん 454.3(421.1)

鮭の照り焼き　あちゃら漬け りんご 19.3(17.7)

おからの煮物 6.6(6.0)

味噌汁(キャベツ・長葱) 3.0(2.9)

炊き込みごはん レーズンパン 508.4(476.4)

ツナ野菜炒め ヨーグルト 16.6(15.7)

さつま芋煮 みかん 6.8(6.5)

味噌汁(大根・わかめ) 2.1(2.0)

ごはん じゃこトースト 512.6(479.3)

鶏の照り焼き　蒸し南瓜 牛乳 22.7(21.1)

春雨サラダ(錦糸卵なし・ツナ入り) 柿 13.2(12.7)

味噌汁(白菜・玉葱) 1.9(1.8)

カレーライス（じゃが芋） 野菜クラッカー 681.3(633.6)

大根サラダ 牛乳 19.3(17.9)

野菜スープ(キャベツ・玉葱) りんご 18.9(17.9)

2.4(2.2)

ごはん 肉味噌うどん 526.2(487.7)

鯖の味噌煮　酢蓮 みかん 20.2(18.7)

ころころ煮 11.5(10.6)

味噌汁(キャベツ・えのき) 3.1(3.0)

☆クリスマス会☆ クリスマスケーキ 657.0(619.9)

キャロットご飯　鶏の唐揚げ 牛乳 22.9(21.4)

ブロッコリーおかかあえ　ポテトサラダ(卵なしマヨ) いちご 23.5(22.6)

野菜スープ(キャベツ・玉葱) 1.8(1.6)

ごはん 蒸しパン 522.7(486.3)

かじきのチーズ焼き 牛乳 19.8(18.3)

さつま芋煮　スパサラ(卵なしマヨ) りんご 11.9(11.2)

味噌汁(切干し大根・キャベツ) 1.5(1.4)

ひじきごはん（豚ひき肉） 豆パン 508.2(476.5)

ツナ野菜炒め 牛乳 17.2(16.1)

青のりポテト みかん 11.6(11.1)

味噌汁(大根・麩) 1.7(1.6)

ごはん 年越しうどん 419.1(387.8)

かれいの煮魚　さつま芋煮 いちご 19.9(18.2)

青菜人参こんにゃく白和え 4.3(4.0)

味噌汁(白菜・玉葱) 3.1(3.0)

[ ３～５歳児 ] エネルギー510Kcal 蛋白質 20.8g 脂質 12.5g カルシウム 206mg 鉄分 2mg

[ １～２歳児 ] エネルギー 471Kcal 蛋白質 19.2g 脂質 11.6g カルシウム 194mg 鉄分 2mg

　　【献立の平均栄養価】

16 水
かれい、米みそ（淡
色辛みそ）、かつお

節

七分つき米、小麦粉、
片栗粉、ごま油、三温

糖

かき、かぶ、緑豆もやし、れ
んこん、かぶ・葉、だいこ

ん、にんじん、たまねぎ、エ
リンギ、ねぎ、いんげん

17 木

牛乳、鶏もも肉、米
みそ（淡色辛み

そ）、生クリーム、
バター、かつお節

七分つき米、さつまい
も、三温糖、油、片栗

粉、小麦粉、ごま

りんご天然果汁、キャベ
ツ、カリフラワー、はくさい、
にんじん、ごぼう、コーン

缶、生わかめ、ひじき、しょ
うが、かんてん（粉）

18 金
さけ、おから、豚ひ
き肉、米みそ（淡色
辛みそ）、油揚げ

七分つき米、干しうど
ん、砂糖、油、ごま、

三温糖

りんご、かぶ、にんじん、
キャベツ、たまねぎ、かぶ・

葉、こまつな、ねぎ

19 土

ヨーグルト(加糖)、
鶏ひき肉、ツナ水

煮缶、米みそ（淡色
辛みそ）

七分つき米、ロール
パン、さつまいも、油

みかん、にんじん、チンゲ
ンサイ、たまねぎ、キャベ
ツ、だいこん、しめじ、干し

ぶどう、生わかめ

21 月

牛乳、鶏もも肉、ツ
ナ水煮缶、しらす干
し、米みそ（淡色辛

みそ）

七分つき米、食パン、
はるさめ、マヨネー

ズ、三温糖、ごま、ご
ま油

かき、かぼちゃ、はくさい、
きゅうり、たまねぎ、にんじ
ん、コーン缶、万能ねぎ

22 火
牛乳、豚ひき肉、ツ

ナ水煮缶

七分つき米、じゃがい
も、小麦粉、マーガリ

ン、三温糖、油

たまねぎ、だいこん、りん
ご、にんじん、ブロッコ

リー、キャベツ、生わかめ、
あおのり

23 水
さば、豚ひき肉、米

みそ（淡色辛み
そ）、凍り豆腐

七分つき米、干しうど
ん、さつまいも、板こ
んにゃく、三温糖、砂

糖、油

みかん、だいこん、れんこ
ん、キャベツ、にんじん、た
まねぎ、えのきたけ、しいた

け、しょうが

24 木
牛乳、鶏もも肉、生
クリーム、かつお節

七分つき米、じゃがい
も、油、片栗粉、砂

糖、マヨネーズ、マー
ガリン、三温糖

いちご、ブロッコリー、コー
ン缶、キャベツ、にんじん、
きゅうり、たまねぎ、しょうが

25 金
牛乳、かじき、ピザ
用チーズ、米みそ

（淡色辛みそ）

七分つき米、さつまい
も、ホットケーキ粉、
スパゲティ、マヨネー
ズ、パン粉、三温糖

りんご、にんじん、キャベ
ツ、きゅうり、コーン缶、干し
ぶどう、切り干しだいこん、

あおのり

26 土

牛乳、豚ひき肉、ツ
ナ水煮缶、米みそ
（淡色辛みそ）、ひ
よこまめ（ゆで）

七分つき米、ロール
パン、じゃがいも、焼

ふ、油、ごま

みかん、チンゲンサイ、た
まねぎ、キャベツ、だいこ

ん、にんじん、ひじき、あお
のり

28 月
かれい、木綿豆

腐、米みそ（淡色辛
みそ）、油揚げ

七分つき米、干しうど
ん、さつまいも、しらた
き、三温糖、すりごま

いちご、にんじん、ほうれん
そう、はくさい、たまねぎ、
チンゲンサイ、ねぎ、しめ

じ、しょうが
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