
平成 24年　 11
こでまり保育園

日 曜 昼食
おやつ 赤色　 黄色　 緑色

夕食
午前未満児のみ 午後 血や肉を作る食品 体温となる食品 体の調子を整える

1

木
麦ごはん 豆腐の味噌汁 いわしっこ ハッシュドポテト ツナ缶　豆腐 ごはん ほうれん草 もやし わかめ 焼そば

564Cal 大根とツナの煮物 オレンジ 豚肉 じゃが芋 人参 ねぎ 大根 ☆カリフラワーのマリネ
青菜のお浸し スキムミルク スキムミルク 麦 オレンジ コンソメスープ

2

金
食パン コーンスープ スキムミルク おにぎり 豚肉 パン コーン缶　 玉ねぎ 人参 ☆ベーコンの醤油ごはん

620Cal 豚肉のケチャップ炒め 麦茶 豚レバー ごはん きゅうり キャベツ トマト缶 ほうれん草のソテー
レーズンサラダ レーズン みそ汁

5

月
ミートパスタ チーズ 菓子パン 豚ひき肉 パスタ 梨 玉ねぎ きゅうり ごはん

661Cal 卵サラダ・ブロッコリー添え 梨 卵 菓子パン キャベツ しめじ トマト缶 ☆里芋と鶏肉の煮物
きのこスープ スキムミルク スキムミルク ブロッコリー　えのき 白菜のお浸し　みそ汁

6

火
ロールパン トマトスープ スキムミルク みたらし団子 鶏肉 パン　じゃが芋 トマト缶 キャベツ きゅうり ごはん　　みそ汁

589Cal 照り焼きチキン 柿 麦茶 上新粉 りんご 玉ねぎ いんげん 魚のフライ
フレンチサラダ 白玉粉 柿 コーン缶 ワカメの酢の物

7

水
麻婆豆腐丼 お魚ソーセージ せんべい 豆腐 ごはん きゅうり　　人参　　　はくさい カレーライス

615Cal 中華サラダ バナナ ひき肉 せんべい 玉ねぎ　　　にんにく　生姜 さつま芋の甘煮
白菜スープ 牛乳 牛乳 春雨 長ネギ　　　バナナ フルーツヨーグルト

8
木

ゆかりごはん 大根の味噌汁 いわしっこ 蒸し里芋 鯵 ごはん 大根　 きゅうり わかめ ほうとう
561Cal 鯵のから揚げ りんご スキムミルク 里芋 りんご わけぎ 竹輪の天ぷら

きゅうりの酢の物 スキムミルク ゆかり 果物
9

金
コロッケサンド ミニトマト スキムミルク ☆柿メープルヨーグルト ひき肉 じゃが芋 きゅうり 人参 玉ねぎ ごはん　　みそ汁

672Cal カレーマカロニ いわしっこ ヨーグルト パン チンゲン菜 ミニトマト 柿 かぼちゃの酢豚
チンゲン菜スープ 麦茶 いわしっこ マカロニ メープル きゅうりの漬物

10
土

ごはん コンソメスープ プチお菓子 パン ハム パン キャベツ 人参 きゅうり

500Cal ハムフライ 野菜サラダ 牛乳 牛乳 ごはん 玉ねぎ

12
月

具たくさん味噌煮込みうどん チーズ きな粉マカロニ ハンペン　きな粉 うどん 白菜 人参 あおのり ごはん　　みそ汁
592Cal ハンペンの磯辺揚げ 柿 豚肉 マカロニ ごぼう ごま 柿 炒りどり

きんぴらごぼう ミニトマト スキムミルク スキムミルク ミニトマト 長ネギ もやしのお浸し
13

火

ロールパン ヨーグルト スキムミルク ケーキ 豚肉 ケーキ 大根 人参 ごぼう ごはん　　みそ汁
621Cal ☆和風ポトフ 牛乳 ヨーグルト 牛乳 れんこん 白菜 きゅうり 焼魚

スティック野菜 玉ねぎ 小松菜のお浸し
14

水
キーマーカレーライス お魚ソーセージ ビスケット ひき肉 ごはん 人参 玉ねぎ きゅうり ごはん　　みそ汁

649Cal ポテトサラダ バナナ 牛乳 じゃが芋 バナナ もも缶 みかん缶 肉豆腐
フルーツポンチ 牛乳 ビスケット パイン缶 きゅうりもみ

15

木
　　　七五三お楽しみ給食 いわしっこ 白玉フルーツポンチ 鯵 上新粉 くり 大根 小松菜 焼そば

659Ca 栗ごはん       ☆柿と大根のサラダ 麦茶 かまぼこ 白玉粉 ブロッコリー　　ごま　 ねぎ カリフラワーのマリネ
アジフライ 紅白お吸い物 ごはん ミニトマト みかん缶　　もも缶 コンソメスープ

16

金
食パン 青菜スープ スキムミルク おにぎり 鶏肉 パン コーン缶　 玉ねぎ 人参 ☆ベーコンの醤油ごはん

592Cal からあげ ミニトマト 麦茶 ごはん きゅうり トマト 生姜 ほうれん草のソテー
さつま芋サラダ さつま芋 にんにく ほうれん草 みそ汁

17
土

ごはん お浸し プチお菓子 パン 秋刀魚 ごはん キャベツ 人参 生姜

500Cal 魚の煮付け みそ汁 牛乳 牛乳 パン 玉ねぎ ワカメ

19
月

ミートパスタ チーズ 菓子パン 豚ひき肉 パスタ 梨 玉ねぎ きゅうり ごはん
661Cal 卵サラダ・ブロッコリー添え 梨 卵 菓子パン キャベツ しめじ トマト缶 ☆里芋と鶏肉の煮物

きのこスープ スキムミルク スキムミルク ブロッコリー　えのき 白菜のお浸し　みそ汁
20

火
ロールパン トマトスープ スキムミルク みたらし団子 鶏肉 パン　じゃが芋 トマト缶 キャベツ きゅうり ごはん　　みそ汁

589Cal 照り焼きチキン 柿 麦茶 上新粉 りんご 玉ねぎ いんげん 魚のフライ
フレンチサラダ 白玉粉 柿 コーン缶 ワカメの酢の物

21
水

麻婆豆腐丼 お魚ソーセージ せんべい 鯵 上新粉 くり 大根 小松菜 カレーライス
615Cal 中華サラダ バナナ かまぼこ 白玉粉 ブロッコリー　　ごま　 ねぎ さつま芋の甘煮

白菜スープ 牛乳 ごはん ミニトマト みかん缶　　もも缶 フルーツヨーグルト
22

木
ゆかりごはん 大根の味噌汁 いわしっこ 蒸し里芋 豆腐 ごはん きゅうり　　人参　　　はくさい ほうとう

561Cal 鯵のから揚げ りんご ひき肉 せんべい 玉ねぎ　　　にんにく　生姜 竹輪の天ぷら
きゅうりの酢の物 スキムミルク 牛乳 春雨 長ネギ　　　バナナ 果物

24
土

ごはん コンソメスープ プチお菓子 パン ハム パン キャベツ 人参 きゅうり

500Cal ハムフライ 野菜サラダ 牛乳 牛乳 ごはん 玉ねぎ

26
月

具たくさん味噌煮込みうどん チーズ きな粉マカロニ ハンペン　きな粉 うどん 白菜 人参 あおのり ごはん　　みそ汁
592Cal ハンペンの磯辺揚げ 柿 豚肉 マカロニ ごぼう ごま 柿 炒りどり

きんぴらごぼう ミニトマト スキムミルク スキムミルク ミニトマト 長ネギ もやしのお浸し
27

火
ロールパン ヨーグルト スキムミルク ☆芋けんぴ 豚肉 パン 大根 人参 ごぼう ごはん　　みそ汁

621Cal ☆和風ポトフ キウイ ヨーグルト さつま芋 れんこん 白菜 きゅうり 焼魚
スティック野菜 牛乳 キウイ 玉ねぎ 小松菜のお浸し

28
水

キーマーカレーライス お魚ソーセージ せんべい ひき肉 ごはん 人参 玉ねぎ きゅうり ごはん　　みそ汁
649Cal ポテトサラダ バナナ 牛乳 じゃが芋 バナナ もも缶 みかん缶 肉豆腐

フルーツポンチ 牛乳 ビスケット パイン缶 きゅうりもみ
29

木
麦ごはん 豆腐の味噌汁 いわしっこ 蒸し里芋 ツナ缶　豆腐 ごはん ほうれん草 もやし わかめ 焼そば

564Ca 大根とツナの煮物 りんご 豚肉 じゃが芋 人参 ねぎ 大根 ☆カリフラワーのマリネ
青菜のお浸し スキムミルク スキムミルク 麦 オレンジ コンソメスープ

30

金
食パン コーンスープ スキムミルク ☆柿メープルヨーグルト 豚肉 パン コーン缶　 玉ねぎ 人参 ☆ベーコンの醤油ごはん

620Cal 豚肉のケチャップ炒め いわしっこ 豚レバー ごはん きゅうり キャベツ トマト缶 ほうれん草のソテー
レーズンサラダ 麦茶 レーズン みそ汁

月　給食献立表

☆印は新メニューです。   仕入れ等の都合により変更することがあります。　Cal、食材表示は昼食・おやつになります。

給食だより
１１月ピックアップ食材
・鯵→骨・歯を丈夫にする
・里芋→食物繊維豊富。お腹の働きを良くする
・か○→ビタミンC豊富で風邪予防効果

10月の給食の様子

この果物な～んだ？
ヒント
オレンジ色で秋に沢山取
れる果物だよ。

   風邪予防には柿が最適！！
「柿が赤くなったら、医者が青くなる」と言わ
れるほど、栄養価が高い果物です。
中でもビタミンCはみかんの何倍もあり、風邪
予防には最適と言われています。
今月のピックアップ食材にも取り入れています
ので、是非ご家庭でも、食卓に取り入れてみて
は、いかがですか？

柿おすすめメニュー
そのままでは、固くてなかなか食べないという
意見もあり、保育園では、柿と大根でなます風
のサラダにしたり、また新メニューとして、
ヨーグルトとメープルシロップ、柿を組み合わ
せたデザートをおやつに提供していきます。
固い柿でも、軟らかい柿でもヨーグルトとの相
性は抜群！！とっても美味しいですよ～。

運動会
頑張ろうラン
チ！！
ぞうクラスの
お兄さん・お姉さ
んが皆に旗を作っ
てくれたよ☆

くまクラス
で
初めて、お
やつのおに
ぎり作りに
挑戦！
皆上手に出
来たかな？
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