
平成 24 年　 9 月　給食献立表 こでまり保育園
赤色 黄色

午前未満児のみ 午後 血や肉を作る食品 体温となる食品

1 プチお菓子

3 ざるうどん チーズ 鈴カステラ ハム うどん 大根 いんげん 梅 ごはん　　味噌汁
578Cal ツナと大根の煮物 ☆焼きりんご スキムミルク 鈴カステラ 人参 りんご ごま 肉じゃが

☆ハムといんげんの梅ゴマ和え スキムミルク ツナ缶 梅
きゅうり

きゅうり 漬物
4 食パン 青菜スープ スキムミルク じゃが芋チーズ焼き 鶏肉 食パン にんにく 生姜 人参 ごはん　お吸い物

667Cal 鶏肉のさっぱり煮 牛乳 チーズ じゃが芋 キャベツ きゅうり 小松菜 鮭のちゃんちゃ焼き
まっくろくろすけサラダ 牛乳 ひじき 玉ねぎ ヨーグルト

5 かぼちゃカレーライス お魚ソーセージ せんべい 豚ひき肉 ごはん チンジャオロース丼
682Cal マカロニサラダ バナナ 牛乳 マカロニ 里芋の煮物

フルーツポンチ 牛乳 せんべい 味噌汁
6 麦ごはん 大根の味噌汁 いわしっこ ☆ぶどう寒天 秋刀魚 ごはん 大根 小松菜 人参 ☆いんげん豆のパスタ

581Cal 秋刀魚の甘露煮 リッツ 納豆 麦 長ネギ 生姜 オクラ きゅうりサラダ
ネバネバ和え 麦茶 油揚げ リッツ 寒天 かぼちゃスープ

7 ロールパン チンゲン菜スープ スキムミルク おにぎり ハム パン チンゲン菜 玉ねぎ 人参 チキンライス
689Cal ハムサンドフライ 味噌汁 鮭 ごはん キャベツ きゅうり わかめ 青菜のソテー

フレンチサラダ じゃが芋 白菜 コンソメスープ
8 ピラフ コーンスープ プチお菓子 パン ハム ごはん きゅうり 人参 果物

500Cal 野菜サラダ 果物 牛乳 牛乳 パン コーン缶 玉ねぎ

10 ミートパスタ チーズ かぼちゃのチヂミ 豚ひき肉 パスタ かぼちゃ ニラ えのき ごはん　　味噌汁
671Cal ウインナーポテト りんご ウインナー 小麦粉 しいたけ しめじ 玉ねぎ 秋刀魚の塩焼き

コンソメスープ スキムミルク スキムミルク じゃが芋 トマト缶 りんご ☆レンコンのきんぴら

11 お楽しみ給食 スキムミルク ケーキ カニカマ　　ツナ缶 ごはん きゅうり しめじ なす ごはん　　　野菜スープ
698Cal 手巻きずし から揚げ 牛乳 玉子焼き　　牛乳 ケーキ コーン缶 長ネギ 人参 ミートボール

旬野菜味噌汁 鶏肉 のり かぼちゃ ポテトサラダ

12 中華丼 お魚ソーセージ ビスケット 豚肉 ごはん 白菜 長ネギ 玉ねぎ ツナカレーライス
607Cal 春雨サラダ バナナヨーグルト ハム ビスケット 人参 しめじ ワカメ 野菜サラダ

わかめスープ 麦茶 ヨーグルト 春雨 バナナ サヤエンド 果物

13 ☆秋刀魚の蒲焼丼 いわしっこ レーズンホットケーキ 豆腐 ごはん オレンジ レーズン わかめ 冷やしうどん
567Cal きゅうりの酢の物 オレンジ 秋刀魚 小麦粉 なめこ 長ネギ 生姜 天ぷら

豆腐のお吸い物 スキムミルク スキムミルク きゅうり ミニトマト
14 食パン トマト スキムミルク きな粉団子 きな粉 上新粉 人参 玉ねぎ トマト 炊き込みご飯

668Cal クリームシチュー ぶどう ほうじ茶 鶏肉 食パン シュウマイ
コールスローサラダ じゃが芋 ぶどう きゅうり スティックきゅうり

15 ごはん お浸し プチお菓子 パン 鯵 ごはん キャベツ わかめ 人参

500Cal 魚のフライ 味噌汁 牛乳 牛乳 パン 玉ねぎ

18 食パン 青菜スープ スキムミルク じゃが芋チーズ焼き 鶏肉 食パン にんにく 生姜 人参 ごはん　お吸い物
667Cal 鶏肉のさっぱり煮 牛乳 チーズ じゃが芋 キャベツ きゅうり 小松菜 鮭のちゃんちゃ焼き

まっくろくろすけサラダ 牛乳 ひじき 玉ねぎ ヨーグルト
19 かぼちゃカレーライス お魚ソーセージ せんべい 豚ひき肉 ごはん チンジャオロース丼

682Cal マカロニサラダ バナナ 牛乳 マカロニ 里芋の煮物
フルーツポンチ 牛乳 せんべい 味噌汁

20 麦ごはん なめこの味噌汁 いわしっこ ☆ぶどう寒天 秋刀魚 ごはん 大根 小松菜 人参 ☆いんげん豆のパスタ
581Cal 秋刀魚の甘露煮 リッツ 納豆 麦 長ネギ 生姜 オクラ きゅうりサラダ

ネバネバ和え 麦茶 油揚げ リッツ 寒天 かぼちゃスープ
21 ロールパン チンゲン菜スープ スキムミルク おはぎ ハム パン チンゲン菜 玉ねぎ 人参 チキンライス

689Cal ハムサンドフライ 麦茶 きな粉 ごはん キャベツ きゅうり わかめ 青菜のソテー
フレンチサラダ じゃが芋 あんこ コンソメスープ

24 ミートパスタ チーズ ☆かぼちゃのチヂミ 豚ひき肉 パスタ かぼちゃ ニラ えのき ごはん　　味噌汁
671Cal ウインナーポテト りんご ウインナー 小麦粉 しいたけ しめじ 玉ねぎ 秋刀魚の塩焼き

コンソメスープ スキムミルク スキムミルク じゃが芋 トマト缶 りんご ☆レンコンのきんぴら

25 ごはん 白菜の味噌汁 スキムミルク 蒸し芋 鱈 ほうれん草 人参 アイス ごはん　　　野菜スープ
582Cal 鱈の煮付け ぶどう 豆腐 ごはん かぼちゃ 生姜 白菜 ミートボール

かぼちゃの白和え 牛乳 さつま芋 玉ねぎ ぶどう ポテトサラダ

26 中華丼 お魚ソーセージ ビスケット 豚肉 ごはん 白菜 長ネギ 玉ねぎ ツナカレーライス
607Cal 春雨サラダ バナナヨーグルト ハム ビスケット 人参 しめじ ワカメ 野菜サラダ

わかめスープ 麦茶 ヨーグルト 春雨 バナナ サヤエンド 果物

27 ☆秋刀魚の蒲焼丼 いわしっこ レーズンホットケーキ 豆腐 ごはん オレンジ レーズン わかめ 冷やしうどん
567Cal きゅうりの酢の物 オレンジ 秋刀魚 小麦粉 なめこ 長ネギ 生姜 天ぷら

豆腐のお吸い物 スキムミルク スキムミルク きゅうり ミニトマト
28 食パン トマト スキムミルク お月見団子 きな粉 上新粉 人参 玉ねぎ トマト 炊き込みご飯

668Cal クリームシチュー ぶどう ほうじ茶 鶏肉 食パン シュウマイ
コールスローサラダ じゃが芋 ぶどう きゅうり スティックきゅうり

29 ごはん お浸し プチお菓子 パン 鯵 ごはん キャベツ わかめ 人参

500Cal 魚のフライ 味噌汁 牛乳 牛乳 パン 玉ねぎ
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夕食緑色
体の調子を整える食品

昼食 おやつ

☆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。
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サヤエンドウ　　キャベツ

みかん缶　　バナナ
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引き渡し訓練

かぼちゃ　　玉ねぎ　　人参

きゅうり　　桃缶　　　パイン缶

給食だより 

9月のピックアップ食材 

・ぶどう→夏バテ・疲労回復効果 
・秋刀魚→骨・歯を強くする。血液サラサラ効果 
・か○ちゃ→ビタミン豊富。風邪予防 

今年の十五夜は9月30日(日)です。 

日本では旧暦の８月の１５日の夜（新暦の９月中旬～１０月上旬）を“十五夜”と呼び、

月見だんごやススキ、サトイモなどを供えてお月見をする習慣があります。 

保育園では28日に十五夜会をし、童夢館の子ども達はお団子づくりをします。 

作り方    米粉120g（だんご粉）だんご粉は、うるち米ともち米を同じ割合で混ぜた米粉です 

        水80～90cc 
①だんご粉に水を混ぜ、耳たぶ程度のかたさになるよう、手でこねます。 

②こねた生地を15等分にし、手のひらで転がすようにして丸い形に整えます。 

③たっぷりのお湯を沸かし、沸騰したところへ丸めただんごを入れます。だんごが浮き上がってきたら、そ

のまま2～3分ゆでます。 

④ゆであがったら冷水にさらします 

⑤冷めたらバットなどの上にあげて軽くうちわなどであおぐと、テリが出てきれいな出来上がりになります。 

8月の給食の様子 

この野菜な～んだ？ 

 
外はみどりで中は黄色
の野菜だよ。 
 

スタミナ満点 

ビビンバ丼 
沢山食べて 
暑い夏を 
    のりきろう！ 

未満児クラスで 
スイカ割りをしました。 

皆で沢山 

   食べたよ☆ 
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