
日 月 火 水 木 金 土

1 2 3
りんごジュース ミルクティー ぶどうジュース

御飯 御飯 御飯
つみれと野菜の煮物 鶏肉の照り焼き さばの山椒煮
カレー風味の マカロニサラダ ほうれん草のわさび和え

　　きんぴらごぼう 白いんげん豆煮 さくら漬け
金時煮豆 味噌汁 味噌汁
味噌汁/和梨缶 りんご缶 パイン缶

558kcal 2.7g 524kcal 2.9g 447kcal 2.8g
吹雪まんじゅう ショコラプチケーキ ﾁｰｽﾞﾊﾞﾊﾞﾛｱｼｭｰｸﾘｰﾑ

5 6 7 8 9 10
はちみつレモン りんごジュース ミルクティー コーヒー牛乳 ココア ミルクティー
御飯 御飯 御飯 スパゲティー ひじき御飯
豚肉の生姜焼き たらのｿﾃｰﾄﾏﾄｿｰｽ メバルの和風ステーキ ミートソース 鶏肉の水炊き鍋風

さつま芋のサラダ アスパラとﾂﾅの炒め物 福神漬け 茶碗蒸し ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのサラダ がんもの煮物
昆布佃煮 白菜の浅漬け 大根サラダ 青きゅうり漬け コンソメスープ うぐいす煮豆
けんちん汁 ミルクスープ コンソメスープ 味噌汁 フルーツゼリー 味噌汁
パイナップル みかん缶 フルーツヨーグルト フルーツカクテル缶 白桃缶

582kcal 3.0g 520kcal 2.9g 533kcal 3.7g 462kcal 3.4g 528kcal 3.7g 569kcal 4.2g
いちごフルーチェ 紅茶ケーキ きなこパンケーキ 水ようかん どら焼き まんじゅう

12 13 14 15 16 17
紅茶 ぶどうジュース ココア ミルクティー りんごジュース はちみつレモン

●かに御飯 茶飯 御飯 御飯 御飯
ぶり大根 おでん 白身魚のムニエル あじの甘辛煮 家常豆腐
なすのオランダ煮 かぼちゃのごま炒め 卵野菜炒め きゅうりとわかめの いんげんの ツナと人参の和え物

恵比寿寒天 白いんげん豆煮 さくら漬け 　　　　　　　酢の物 ごまﾏﾖﾈｰｽﾞ和え 三色煮豆
白菜漬け かき玉汁 豚汁 金時煮豆 千切り大根漬け すまし汁
めった汁 和梨缶 りんご缶 味噌汁/マンゴー缶 味噌汁/白桃缶 フルーツカクテル缶

558kcal 4.4g 483kcal 4.3g 474kcal 2.8g 549kcal 3.0g 451kcal 2.9g 603kcal 2.8g
ブッセケーキ 栗まんじゅう ★セレクト 人形焼き 抹茶ババロア いちごクレープ

19 20 21 22 23 24
コーヒー牛乳 ミルクティー りんごジュース ぶどうジュース 紅茶 コーヒー牛乳

御飯 御飯 御飯 ●えびピラフ 御飯
さわらの蒲焼き ホイコーロー あじの南部焼き ミートローフ かれいの
ビーフン炒め 福神漬け 春雨の中華サラダ かぼちゃのいとこ煮 ポテトサラダ     揚げおろし煮

さくら漬け 白菜のサラダ 高菜炒め 赤きゅうり漬け 　　　ほうれん草の さつま芋のごま炒め

味噌汁 コンソメスープ 中華スープ 味噌汁 　　　　　ポタージュ 青きゅうり漬け
りんご缶 フルーツヨーグルト パイン缶 白桃缶 フルーツ盛り合わせ 味噌汁/マンゴー缶

525kcal 3.1g 554kcal 3.6g 498kcal 3.2g 487kcal 3.2g 667kcal 3.0g 513kcal 3.0g
ミニたい焼き コーヒーロールケーキ パンナコッタ ●クリスマスケーキ ワッフル 栗水ようかん

26 27 28 29 30 31 お休み
ぶどうジュース コーヒー牛乳 はちみつレモン ココア コーヒー牛乳

御飯 御飯 御飯 御飯 御飯
肉豆腐 マスの煮付け さわらの梅照り焼き 酢鶏 かにクリームコロッケ

もやしの干しえび炒め じゃが芋のきんぴら 鶏肉とかぶの煮物 えびとカリフラワーの ミートボールのｺﾝｿﾒ煮

千切り大根漬け 赤きゅうり漬け 三色煮豆                   塩炒め 青きゅうり漬け
味噌汁 味噌汁 味噌汁 白菜の浅漬け トマトスープ
和梨缶 白桃缶 みかん缶 中華スープ/黄桃缶 フルーツカクテル缶

527kcal 3.9g 446kcal 3.4g 516kcal 3.6g 524kcal 2.7g 570kcal 3.5g
抹茶パンケーキ 今川焼き（ｶｽﾀｰﾄﾞ） 黒糖ケーキ 豆乳ドーナツ ヨーグルトケーキ

12月献立表

＊仕入れの都合により献立を変更することがございますのでご了承下さい。

 ＊数字は昼食のエネルギーと塩分量です。

チキンカレー

豚玉丼

ポークカレー

●12月12日（月）
食文化イベント

《石川県》
●12月22日（木）

クリスマスケーキ
●12月23日（金）

クリスマス行事食
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