
　　  給食目標：感謝していただきましょう。

　　  内　　　容：「いただきます」「ごちそうさま」を

　　　　　　　　　  こころをこめて言うことができる。

　　　※　　６日（金）社会見学です。

（さくら・たんぽぽ組はお弁当を持って来てください。）

(すみれ・ちゅうりっぷ・もも組は給食です。）

　　　※　１１日（水）誕生日会です。

　  　※　1６日（月）七五三です。

おやつ(午前) 主食　他

お茶 ごはん ごはん、豚汁、ししゃも磯辺揚げ 牛乳

ビスケット 鮭の磯辺揚げ なすとピーマンの炒めもの、のり風味の酢物、りんご えびトースト☆

お茶 夕焼けピラフ 夕焼けピラフ、みそ汁、かき揚げ 牛乳

ビスケット 糸こんにゃくのきんぴら、おくらとキャベツのごま和え、柿 豆腐ケーキ☆

豆乳 ごはん ごはん、カレーうどん、大根のみそ煮込み 牛乳・おせんべい

クラッカー 三色お浸し、かぼちゃの含め煮、梨 チョコツイスト

牛乳 ごはん ごはん、なめこ汁、とり肉の唐揚げ クラッカー

おせんべい 焼きそば、アンパンマンポテト、ブロッコリー、バナナ プリン

お茶 ごはん みそ汁、鮭のチーズ焼き 牛乳・おせんべい

ビスケット ポテトサラダ、ブロッコリー、くだもの ジャムサンド

お茶 ごはん ごはん、ポークカレー、白菜と大根のサラダ 牛乳

ビスケット ふきとツナの炒め物、福神漬け、りんご さつま芋のカップケーキ☆

お茶 ごはん ごはん、うどん、納豆のかき揚げ、味付けのり 牛乳・おせんべい

ビスケット きゅうりの中華和え、かぼちゃの含め煮、ぶどう あんぱん

お茶 炊き込みごはん、きのこのスープ、鮭のちゃんちゃん焼き 牛乳

ビスケット カレー焼きそば、フライドポテト、ボイルウィンナー、ブロッコリー、トマト、みかんケーキ

豆乳 ごはん ごはん、かき玉みそ汁、りんごソースハンバーグ 牛乳・おせんべい

クラッカー ゆで野菜（ブロッコリー・かぼちゃ・にんじん）、梨 クッキーパン

お茶 ごはん ごはん、なめこ汁、スパニッシュオムレツ 牛乳

おせんべい カレーきんぴら、ブロッコリーのごま酢和え、パイナップル 人参ドーナツ☆

お茶 ごはん チキンカレー、ツナサラダ 牛乳・クラッカー

ビスケット ブロッコリー、福神漬け、くだもの ブルーベリーサンド

牛乳 赤飯 赤飯、たまごのスープ、とり肉の唐揚げ 千歳飴

おせんべい スパゲティケチャップ、ブロッコリー、みかん ヨーグルト・クラッカー

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、鮭のホイル焼き 牛乳・おせんべい

ビスケット ひじきとれんこんのサラダ、ほうれん草とちくわのお浸し、柿 ピザパン

お茶 大根菜とおかか 大根菜とおかかの混ぜごはん、みそ汁、豆腐の寄せ揚げ 牛乳

クラッカー の混ぜごはん インディアンサラダ、ほうれん草菊和え、梨 レーズンスコーン☆

豆乳 ごはん ごはん、そうめん汁、きのこ入り豚肉のしょうが焼き 牛乳

クラッカー りんごとコーンのサラダ、かぼちゃの含め煮、パイナップル きなこクッキー

お茶 ごはん ごはん、すいとん入り吉野汁、チーズ入り卵焼き 牛乳・おせんべい

ビスケット 筑前煮、ブロッコリーソテー、バナナ カフェオレパン

お茶 ごはん みそ汁、とり肉のごま焼き 牛乳・おせんべい

ビスケット スパゲティサラダ、かぼちゃの含め煮、くだもの ホイップクリームサンド

お茶 ごはん ごはん、大根汁、鯖のみそ煮 牛乳・おせんべい

ビスケット 小松菜の納豆和え、さつま芋のひじき煮、りんご マーブル食パン

牛乳 すき昆布の すき昆布の炊き込みごはん、かき玉汁、高野豆腐の甘辛煮 クラッカー

おせんべい 炊き込みごはん マカロニサラダ、ブロッコリー、みかん かぼちゃプリン☆

豆乳 ごはん ごはん、ラーメン、とり肉のレモンソース和え 牛乳・おせんべい

クラッカー うどん ほうれん草とハムの和え物、かぼちゃの含め煮、バナナ チョコレートサンド

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、親子煮 牛乳

ビスケット キャベツのごま和え、大学ポテト、梨 バナナ入りヨーグルト蒸しパン☆

お茶 ごはん チキンカレー、コールスロー 牛乳・おせんべい

ビスケット ブロッコリー、福神漬け、くだもの ジャムサンド

ごはん ごはん、ワンタンスープ、ししゃもフライ、納豆 牛乳

ヨーグルト 鮭フライ ブロッコリーのカレー和え、にぎやかきんぴら、バナナ アップルケーキ☆

◎ １１月の平均栄養価は次のとおりです。

　　　　　　　　　　給　食　だ　よ　り 令和 ２年 １１月

久 慈 保 育 園

　　　　給 　 食 　 献　  立　  表　
☆印は、手作りおやつです。

日付 曜日
未満児の献立 全　　　　　　　児　　　　　　の　　　　　　　献　　　　　　　立

主　食　と　副　食 おやつ(午後）

2 月

4 水

5 木

6 金

7 土

9 月

10 火

11 水

12 木

13 金

14 土

16 月

17 火

18 水

19 木

20 金

21 土

24 火

25 水

26 木

27 金

３歳以上児　　：　　エネルギー　(601kcal)　　・たんぱく質　（20.3g）　　・脂質　（18.6g）　　・カルシウム　（360㎎）　・食塩　（1.6g）
３歳未満児　　：　　エネルギー　(555kcal)　　・たんぱく質  （17.9g） 　 ・脂質　（18.0g）　　・カルシウム　（347㎎）　・食塩　（1.4g）

28 土

30 月

秋から冬にかけて、風

邪やインフルエンザ、食

中毒が多くみられます。

食事前などしっかりと手

洗いをし予防しましょう。



▽ さつまいものカップケーキ ▽ 
 

《 材料 4 人分 》                    《 作り方 》 

・さつまいも          20ｇ               ①、さつま芋の皮をむき適度な大きさに切り、 

・バター             12ｇ              柔らかくなるまで煮る。 

・砂糖               8ｇ           ②、①を潰してペースト状にする。 

・ホットケーキミックス    60ｇ           ③、室温に戻したバターに砂糖、卵の順に加えその都度混ぜる。 

・チョコチップ          4ｇ           ④、③に②を混ぜ合わせ、ホットケーキミックスを加えて 

・卵               12ｇ             さっくり混ぜ合わせ、チョコチップも加え混ぜる。 

                               ⑤、カップに④を入れ１８０℃で１０分程焼く。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

だしで味わう和食の日 
『だし』とは何か知っていますか？ 

『だし』とは、『こんぶ』や『かつおぶし』などの『うま味』がとけだした汁の事です。 

美味しいみそ汁や煮物には、この『だし』がつかわれています。 

 

昆布                 煮干し 

 昆布とは海に生えている海藻の事です。           煮干しとは、小さなイワシなど、小魚を煮て 

 乾かしたものを煮てだしをとります。            乾燥させたものです 

 

かつおぶし 

 かつおぶしとは、おさかなのかつおを煮て          保育園では主に煮干しを使っています。 

 火でかわかし、干して硬くしたものです。          煮干しの頭を取るお手伝いを 

 薄く削ってだしをとります。                してもらいました。 

 

和食クイズ 

Ｑ１次のうち、冬が旬の食材はどれでしょうか？    Ｑ２調味料『さしすせそ』『そ』は何？ 

Ａ ウニ                       さ 砂糖      Ａ ソース 

Ｂ ホヤ                       し 塩       Ｂ しそ 

Ｃ マグロ                      す 酢       Ｃ 味噌 

Ｄ カキ                       せ 醤油 

                           そ  ＿＿＿ 

答え①Ｄ カキ  ②Ｃ 味噌 

 

※分量外のさつま芋を上に乗せて焼いてもいいですね！ 

すみれ組で収穫したさつま芋で作る予定です。 

とても楽しみにしていますよ！ 

 


