
平成 25 年　 1 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

4 ごはん 野菜サラダ スキムミルク お正月料理 卵 ごはん キャベツ トマト 人参 ごはん　　　　味噌汁
572Cal 肉団子 ミニトマト おせち いわしっこ じゃが芋 黒まめ きゅうり 玉ねぎ カレイの磯辺揚げ

ポテトフライ 麦茶 かまぼこ ☆竹輪の炒め物
5 ナポリタン オニオンスープ プチお菓子 ウインナー パスタ 果物

500Cal 野菜サラダ 果物 牛乳 パン きゅうり 人参

7 行事食：七草がゆを食べよう！ チーズ おにぎり 豚肉 ごはん きゅうり 大根 人参 ごはん　　　味噌汁
577Cal 七草がゆ きゅうりもみ 麦茶 豆腐 じゃが芋 小松菜 かぶ なめこ 野菜炒め

カレー肉じゃが 豆腐の味噌 長ネギ ひじきの煮物
8 以上児：もち・豚汁 サンドイッチ　　牛乳 豚肉　　きなこ さつま芋 長ネギ ごぼう 白菜 炊き込みごはん

592Cal 未満児：ごはん もやしのお浸し スキムミルク ☆さつま芋のオレンジ煮 カレイ 人参 ☆ふろふき大根
カレイの煮付け 豚汁 牛乳 牛乳 あんこ 味噌汁

9 肉丼 バナナ お魚ソーセージ せんべい 豚肉　　　油揚げ ごはん キャベツ わけぎ 白菜 チキンカレーライス
581Cal なます みかんゼリー 牛乳 せんべい 人参 大根 バナナ ポテトサラダ

油揚げの味噌汁 牛乳 豆腐 玉ねぎ 福神漬け
10 いわしっこ ホットケーキ ツナ缶 小麦粉 みかん 人参 玉ねぎ 五目うどん

566Cal ほうれん草と卵の炒め物 ミロ 卵 ごはん コーン缶 ほうれん草 　白菜 ハンペンの磯辺揚げ
白菜の味噌汁 牛乳 ごま 浅漬け

11 食パン（ジャム付き） スキムミルク 行事食：鏡開き ひき肉 パン 玉ねぎ きゅうり 人参 ごはん　　コンソメスープ
609Cal シュウマイ ☆おしるこ ハム ごはん もやし カレイのムニエル

シルバーサラダ　チンゲン菜スープ 麦茶 春雨 こんぶ キャベツのサラダ
12 ピラフ コンソメスープ プチお菓子 パン ベーコン ごはん 人参

500Cal 野菜サラダ 果物 牛乳 牛乳 パン 玉ねぎ コーン缶 果物

15 お楽しみ給食 スキムミルク ケーキ 焼豚 ケーキ メンマ もやし 長ネギ ごはん　　　　お吸い物
632Cal ラーメン みかん 牛乳 ひき肉 餃子の皮 みかん さばの味噌煮

餃子 牛乳 中華麺 キャベツ きんぴらごぼう
16 ポークカレーライス お魚ソーセージ ビスケット 豚肉 ビスケット 人参 キャベツ 玉ねぎ ☆タコライス丼

582Cal レーズンサラダ バナナ 牛乳 じゃが芋 きゅうり パイン缶 もも缶 粉ふき芋
フルーツポンチ 牛乳 みかん缶 コーンスープ

17 ごはん 大根の味噌汁 いわしっこ じゃが揚げ カレイ じゃが芋 人参 焼そば
599Ca カレイのから揚げ みかん スキムミルク 小麦粉 大根 わけぎ しめじ ウインナー炒め

ほうれん草の胡麻和え スキムミルク ごはん みかん わかめスープ
18 食パン スキムミルク いなりずし 鶏肉 パン わかめ キャベツ 人参 ごはん　　　　味噌汁

572Cal 野菜たっぷりクリームシチュー 味噌汁 チーズ さつま芋 しめじ きゅうり 玉ねぎ カレイの磯辺揚げ
フレンチサラダ チーズ 油揚げ じゃが芋 ☆竹輪の炒め物

19 ナポリタン オニオンスープ プチお菓子 パン ウインナー パスタ 果物

500Cal 野菜サラダ 果物 牛乳 牛乳 パン きゅうり 人参

21 きつねうどん みかん チーズ おにぎり 豚肉 ごはん きゅうり 長ネギ 人参 ごはん　　　味噌汁
610Cal カレー肉じゃが 麦茶 豆腐 ごはん 玉ねぎ こんぶ なめこ 野菜炒め

浅漬け かまぼこ じゃが芋 みかん ひじきの煮物
22 ごはん　　　　　　　豚汁 スキムミルク ☆さつま芋のオレンジ煮 豚肉 さつま芋 長ネギ ごぼう 白菜 炊き込みごはん

592Cal カレイの煮付け 牛乳 カレイ 人参 玉ねぎ 生姜 ☆ふろふき大根
もやしのお浸し 牛乳 きゅうり 味噌汁

23 肉丼 バナナ お魚ソーセージ せんべい 豚肉　　　油揚げ ごはん キャベツ わけぎ 白菜 チキンカレーライス
581Cal なます みかんゼリー 牛乳 せんべい 人参 大根 バナナ ポテトサラダ

油揚げの味噌汁 牛乳 豆腐 玉ねぎ 福神漬け
24 いわしっこ ホットケーキ ツナ缶 小麦粉 みかん 人参 玉ねぎ 五目うどん

566Cal ほうれん草と卵の炒め物 ミロ 卵 ごはん コーン缶 ほうれん草 　白菜 ハンペンの磯辺揚げ
白菜の味噌汁 牛乳 ごま 浅漬け

25 食パン（ジャム付き） スキムミルク 白玉ぜんざい ひき肉 パン 玉ねぎ きゅうり 人参 ごはん　　コンソメスープ
609Cal シュウマイ 麦茶 ハム 上新粉 もやし カレイのムニエル

シルバーサラダ　チンゲン菜スープ 春雨 あんこ キャベツのサラダ
26 ピラフ コンソメスープ プチお菓子 パン ベーコン ごはん 人参

500Cal 野菜サラダ 果物 牛乳 牛乳 パン 玉ねぎ コーン缶 果物

28 ミートスパゲティー チーズ おでん ひき肉 じゃが芋 キャベツ きゅうり 人参 ごはん　　かぶのスープ
591Cal 野菜サラダ 麦茶 竹輪 パスタ麺 トマト缶 鶏肉の照り焼き

ワカメスープ 玉ねぎ ほうれん草のおひたし
29 ロールパン ☆白菜ツナスープ スキムミルク ほうとうかりんとう ツナ缶 ほうとう麺 りんご 玉ねぎ 白菜 ごはん　　　　お吸い物

602Cal ハンバーグ りんご 牛乳 ロールパン かぼちゃ 人参 しめじ さばの味噌煮
かぼちゃサラダ 牛乳 ひき肉 コーン缶 きんぴらごぼう

30 ポークカレーライス お魚ソーセージ ビスケット 豚肉 ビスケット 人参 キャベツ 玉ねぎ ☆タコライス丼
582Cal レーズンサラダ バナナ 牛乳 じゃが芋 きゅうり パイン缶 もも缶 粉ふき芋

フルーツポンチ 牛乳 みかん缶 コーンスープ
31 ごはん 大根の味噌汁 いわしっこ じゃが揚げ カレイ じゃが芋 人参 焼そば

567Ca カレイのから揚げ みかん スキムミルク 小麦粉 大根 わけぎ しめじ ウインナー炒め
ほうれん草の胡麻和え スキムミルク ごはん みかん わかめスープ
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☆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。

ごま　　　　生姜

わかめ　　長ネギ

給食だより	

12月の給食の様子	

答え　みかん	

１月ピックアップ食材	
ほうれん草→鉄分豊富。	
カレイ→ビタミンB・D群豊富。	
み○ん→ビタミンC豊富。	
	

？シルエットクイズ？	

この果物な～んだ？	
ヒント	
オレンジ色で甘酸っぱい

果物だよ！！	

おせち料理の意味について	
おせち料理は”めでたさを重ねる”という意味で縁起をかつぎ、重箱に詰めて出されます。地方や家庭ごとにお重の中身は様々です
が、どの料理にも意味があります。そこで、少しですがおせち料理の意味をご紹介します。	  
黒豆→1年間まめ（元気・勤勉に）働けるように	  
きんとき→「金団」とかけ、豪華さを表しています。	  
昆布巻き→よろこぶとかけて。	  
紅白なます→お祝いの水引をかたどったもの。おめでたい意味があります。	  
その他にも煮物の中に入れる里芋には子宝を祈願。レンコンは見通しがよくなるように。など、すべての料理に意味があ
ります。２０１３年はご家族で、おせちの味意を感じながら頂いてみてはどうですか。	  
1月4日のおやつに保育園でもおせちが登場します。	  
	  
	
	

クリスマスメニュー	
大きいチキンに皆大喜びでした♪	

くま・うさぎクラスでおやつの時間に	
クリスマスケーキのトッピングをしまし
た。	
みんなで、た～くさん食べました☆	
	


