
平成 24年　 12
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
土

ごはん 野菜サラダ プチお菓子 パン ひき肉 ごはん　パン キャベツ　　人参 玉ねぎ

500Cal コロッケ コンソメスープ 牛乳 牛乳 じゃが芋 きゅうり

3
月

ほうとう みかん チーズ ☆りんごのパウンドケーキ 油揚げ ほうとう麺 人参 白菜 わかめ ごはん　　　味噌汁
563Cal からあげ ミロ 鶏肉 小麦粉 きゅうり 長ネギ りんご 肉じゃが

わかめの酢の物 牛乳 みかん かぼちゃ コーンサラダ
4

火
食パン　　　　　　白菜スープ スキムミルク おでん 豚ひき肉 食パン 白菜 玉ねぎ 大根 ごはん　　　　味噌汁

523Cal ミートボールトマト煮 麦茶 竹輪 じゃが芋 トマト缶 コーン缶 しめじ ブリの塩焼き
ブロッコリーサラダ ブロッコリー　　いんげん ☆かぶとさつま揚げの煮物

5
水

チキンカレーライス お魚ソーセージ クッキー 鶏肉 ごはん 玉ねぎ 人参 バナナ ☆ 白菜麻婆丼
602Cal コールスローサラダ バナナ 牛乳 クッキー きゅうり コーン缶 桃缶 春雨サラダ

フルーツポンチ　 牛乳 じゃが芋 パイン缶 みかん缶 中華スープ
6

木
ごはん お吸い物 いわしっこ マドレーヌ ぶり ごはん 生姜 ほうれん草 わかめうどん

548Cal ☆ブリの味噌煮 スキムミルク スキムミルク 小麦粉 もやし 人参 わかめ ソーセージ天ぷら
ほうれん草のおひたし 長ネギ えのき きゅうりもみ

7
金

ロールパン ミニトマト スキムミルク おにぎり ウインナー パン キャベツ 玉ねぎ 人参 ピラフ
612Cal ポトフ りんご ほうじ茶 ベーコン ご飯 きゅうり ブロッコリー ジャーマンポテト

イタリアンサラダ りんご ミニトマト コンソメスープ
8

土
ごはん お浸し プチお菓子 パン 白身魚 ごはん 白菜 人参 生姜

500Cal 魚の煮付け 味噌汁 牛乳 パン わかめ

10
月

けんちんうどん チーズ 白玉ぜんざい 鶏肉 うどん 人参 白菜 長ネギ ごはん　　　味噌汁
511Cal 竹輪の天ぷら りんご スキムミルク 上新粉 きゅうり もやし 青海苔 豚肉のソテー

三色酢の物 スキムミルク 白玉粉 りんご ごぼう　　大根 青菜の胡麻和え
11

火

麦ごはん 大根の味噌汁 スキムミルク ケーキ ししゃも　油揚げ ごはん 玉ねぎ 小松菜 大根 鮭ごはん
612Cal 子持ちししゃものから揚げ 牛乳 納豆 麦 わけぎ もやし 人参 かぼちゃのそぼろ煮

納豆和え チーズ 里芋 味噌汁
12

水
中華丼 お魚ソーセージ りんごゼリー 豚肉 ワンタン 白菜　　　しめじ 玉ねぎ キーマーカレーライス

574Cal きゅうりもみ チーズ チーズ ご飯 もやし　　人参 長ネギ 野菜サラダ
ワンタンスープ 麦茶 りんご きゅうり　わかめ 福神漬け

13
木

ごはん 納豆汁 いわしっこ 蒸し芋 ブリ ごはん 大根 もやし 生姜 ナポリタン
529Ca ブリ大根 オニオンコンビーフ コンビーフ じゃが芋 小松菜 長ネギ　　玉ねぎ トマトサラダ

もやしのお浸し 麦茶 納豆 人参 野菜スープ
14

金
食パン りんご スキムミルク お好み焼き 豚肉 パン きゅうり キャベツ 玉ねぎ 炊き込みごはん

633Cal ハッシュドポーク 牛乳 牛乳 小麦粉 りんご 人参　　　大根 浅漬け
大根サラダ ハム ブロッコリー ☆肉団子スープ

15
土

ごはん 野菜サラダ プチお菓子 パン ひき肉 ごはん　パン キャベツ　　人参 玉ねぎ

500Cal コロッケ コンソメスープ 牛乳 牛乳 じゃが芋 きゅうり

17
月

ほうとう みかん チーズ ☆りんごのパウンドケーキ 油揚げ ほうとう麺 人参 白菜 わかめ ごはん　　　味噌汁
563Cal からあげ ミロ 鶏肉 小麦粉 きゅうり 長ネギ りんご 肉じゃが

わかめの酢の物 牛乳 みかん かぼちゃ コーンサラダ
18

火
食パン　　　　　　白菜スープ スキムミルク おでん 豚ひき肉 食パン 白菜 玉ねぎ 大根 ごはん　　　　味噌汁

523Cal ミートボールトマト煮 麦茶 竹輪 じゃが芋 トマト缶 コーン缶 しめじ ブリの塩焼き
ブロッコリーサラダ ブロッコリー　　いんげん ☆かぶとさつま揚げの煮物

19
水

チキンカレーライス お魚ソーセージ クッキー 鶏肉 ごはん 玉ねぎ 人参 バナナ ☆ 白菜麻婆丼
602Cal コールスローサラダ バナナ 牛乳 クッキー きゅうり コーン缶 桃缶 春雨サラダ

フルーツポンチ　 牛乳 じゃが芋 パイン缶 みかん缶 中華スープ
20

木
クリスマスランチ いわしっこ クリスマススペシャル ウインナー ごはん レタス ミニトマト わかめうどん

672Cal ピラフ グリーンサラダ デザート 鶏肉 きゅうり 人参 果物 ソーセージ天ぷら
フライドチキン 果物　　　　　他 飲み物 コーン缶 グリンピース きゅうりもみ

21
金

ロールパン ミニトマト スキムミルク ウインナー パン キャベツ 玉ねぎ 人参 ピラフ
612Cal ポトフ りんご 　　　牛乳 ベーコン ご飯 きゅうり ブロッコリー ジャーマンポテト

イタリアンサラダ りんご ミニトマト コンソメスープ
22

土
ごはん お浸し プチお菓子 パン 白身魚 ごはん 白菜 人参 生姜

500Cal 魚の煮付け 味噌汁 牛乳 パン わかめ

25
火

麦ごはん 大根の味噌汁 スキムミルク ☆里芋のチーズグラタン ししゃも　油揚げ ごはん 玉ねぎ 小松菜 大根 鮭ごはん
612Cal 子持ちししゃものから揚げ 麦茶 納豆 麦 わけぎ もやし 人参 かぼちゃのそぼろ煮

納豆和え チーズ 里芋 味噌汁
26

水
中華丼 お魚ソーセージ りんごゼリー 豚肉 ワンタン 白菜　　　しめじ 玉ねぎ キーマーカレーライス

574Cal きゅうりもみ チーズ チーズ ご飯 もやし　　人参 長ネギ 野菜サラダ
ワンタンスープ 麦茶 りんご きゅうり　わかめ 福神漬け

27
木

ごはん 納豆汁 いわしっこ 蒸し芋 ブリ ごはん 大根 もやし 生姜 ナポリタン
529Ca ブリ大根 オニオンコンビーフ コンビーフ じゃが芋 小松菜 長ネギ　　玉ねぎ トマトサラダ

もやしのお浸し 麦茶 納豆 人参 野菜スープ
28

金
食パン りんご スキムミルク お好み焼き 豚肉 パン きゅうり キャベツ 玉ねぎ 炊き込みごはん

633Cal ハッシュドポーク 牛乳 牛乳 小麦粉 りんご 人参　　　大根 浅漬け
大根サラダ ハム ブロッコリー ☆肉団子スープ

月　給食献立表

未：プチお菓子・バナナ

以：おにぎり・ほうじ茶

☆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
１２月ピックアップ食材
・ブリ→骨や歯を強くする。
・大根→ビタミンC豊富。
・り○ご→お腹の調子を良くす。

1１月の給食の様子この果物な～んだ？
ヒント
丸くて赤い果物だよ

　　七五三お楽しみランチ
秋の味覚いっぱいの彩り鮮やかな秋
色ご飯です。

うさぎクラスで初めてのおにぎり作り
皆でフリフリしてミニおにぎりの完成！上手
に出来たかな？？

地産地消について☆

今、新聞やテレビなどで地産地消という言葉をよく耳にします。地域で生産された農林水産物を、そ
の地域で出来るだけ消費しようという意味で、消費者の食の安全･安心に対するニーズや健康志向が
高まっていることから、小学校や保育園でも注目されているそうです。
保育園の給食では、すべての食材ではありませんが、ほうれん草やきゅうり、ぶどうなど山梨県産の
物使用しています。子ども達に安心で安全な食材を提供できるよう、こでまり給食職員一同おいしい
給食作り頑張っていきます！！

答え：りんご
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