
　　  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。

　　　※　　１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。）

　  　※　　６日（水）お誕生日会です。

　  　※　1１日（月）七五三です。

おやつ(午前) 主食　他

牛乳 もも・ちゅうりっぷ おにぎり、みそ汁、とり肉のカレー揚げ、ボイルウィンナー クラッカー

おせんべい すみれ組の献立 ポテトサラダ、ブロッコリー、ゼリー、ぶどう フルーツヨーグルト☆

お茶 ごはん かき玉汁、とり肉のごま焼き お茶・おせんべい

クラッカー スパゲティケチャップ、ブロッコリー、バナナ ジャムサンド

豆乳 ごはん ごはん、みそ汁、鯖の竜田揚げ 牛乳・おせんべい

ビスケット なすとピーマンの炒め物、ほうれん草の納豆和え、柿 カフェオレパン

牛乳 炊き込みごはん、きのこのスープ、かぼちゃグラタン、ブロッコリー、ミニトマト お茶

おせんべい カレー焼きそば、ボイルウィンナー、一口ゼリー、みかん ケーキ

豆乳 ごはん ごはん、えびそうめん、大根のみそ煮込み 牛乳・おせんべい

おせんべい さつま芋サラダ、三色お浸し、パイナップル ブルーベリーサンド

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、スパニッシュオムレツ 牛乳

ビスケット ひじきの炒め煮、ほうれん草菊和え、りんご おからドーナツ☆

お茶 ごはん チキンカレー、コールスロー お茶・おせんべい

クラッカー ブロッコリー、福神漬け、バナナ メロンパン

お茶 赤飯 赤飯、カニ玉スープ、魚のケチャップソース和え 牛乳・千歳飴

ビスケット ブロッコリーサラダ、もやしときゅうりの酢の物、なし 小松菜と栗のカップケーキ☆

豆乳 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

クラッカー キャベツのごま和え、かぼちゃのミルク煮、パイナップル ピザパン

牛乳 大根菜めし 大根菜めし、みそ汁、豆腐の寄せ揚げ お茶

おせんべい インデアンサラダ、ほうれん草とちくわのお浸し、バナナ みそ餅☆

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（かぼちゃ・にんじん・ブロッコリー）、柿 ホイップクリームサンド

お茶 ごはん ごはん、大根汁、すき焼きの卵とじ 牛乳

クラッカー 大学ポテト、ブロッコリーのごま酢和え、パイナップル 豆腐ケーキ☆

お茶 ごはん かき玉汁、とり肉のから揚げ お茶・クラッカー

ビスケット スパゲティサラダ、ブロッコリー、バナナ フレンチトースト

牛乳 おにぎり おにぎり、せんべい汁、鮭の塩焼き お茶

クラッカー 大豆と昆布の煮物、かぼちゃの含め煮、みかん ポパイスパゲティー☆

豆乳 ごはん ごはん、みそ汁、鮭のちゃんちゃん焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー れんこんサラダ、小松菜のお浸し、なし チョコツイスト

お茶 夕焼けピラフ 夕焼けピラフ、たまごのスープ、さつま芋の変わり揚げ 牛乳

ビスケット 元気きんぴら、ほうれん草のり和え、柿 黒糖かりんとう☆

豆乳 ごはん ごはん、ラーメン、とり肉のオレンジ焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー うどん きゅうりの中華和え、切り干し大根とひじきの煮物、バナナ ジャムサンド

お茶 ごはん ごはん、わかめのみそ汁、チーズ入り卵焼き 牛乳

ビスケット 筑前煮、ピーマンとじゃこのきんぴら、りんご キャロットパウンドケーキ☆

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 れんこんのきんぴら、福神漬、パイナップル りんごのガレット☆

豆乳 ごはん ごはん、豚汁、さんまのかば焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー ひじきのサラダ、かぼちゃの含め煮、なし クッキーパン

お茶 えのきごはん えのきごはん、みそ汁、豆腐のケチャップ煮 牛乳

ビスケット 豚肉とれんこんのきんぴら、ブロッコリー、バナナ じゃがいもピザ☆

豆乳 ごはん ごはん、そうめん汁、肉じゃが 牛乳・おせんべい

クラッカー ごぼうのから揚げ、小松菜の納豆和え、みかん チョコレートサンド

牛乳 ごはん ごはん、けんちん汁、はんぺん卵 おせんべい

おせんべい ブロッコリーのカレー和え、小松菜とベーコンのソテー、バナナ ヨーグルト

お茶 ごはん チキンカレー、ツナサラダ お茶・クラッカー

ビスケット ブロッコリー、福神漬け、バナナ フレンチトースト

◎ １１月の平均栄養価は次のとおりです。

　　　　　　　　　　給　食　だ　よ　り 令和 元年 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）

1 金

2 土

5 火

6 水

7 木

8 金

9 土

11 月

12 火

13 水

14 木

15 金

16 土

18 月

19 火

20 水

21 木

22 金

25 月

26 火

27 水

３歳以上児　　：　　エネルギー　(591kcal)　　・たんぱく質　（19.8g）　　・脂質　（17.8g）　　・カルシウム　（3１8㎎）　・食塩　（1.7g）
３歳未満児　　：　　エネルギー　(538kcal)　　・たんぱく質  （17.2g） 　 ・脂質　（17.0g）　　・カルシウム　（308㎎）　・食塩　（1.5g）

28 木

29 金

30 土

冬の食中毒に気をつけ
ましょう。

秋から冬にかけて、ノロ
ウィルスの食中毒が多く発
生します。食事の前など、
しっかり手を洗いましょう。



▽ 今月の新メニューを紹介します ▽ 
 

◎ ピーマンとじゃこのきんぴら      11/22（金）の給食にでます！！           

 

《 材料４人分 》          《 作り方 》 

・ピーマン       32ｇ       ①、ピーマンは種を除き、にんじんは皮を除き千切りにする。 

・にんじん       42ｇ        ②、鍋にごま油を入れ、小女子をかるく炒める、続いてにんじん 

・小女子         4ｇ          を炒める。 

・いりごま       0.8ｇ         ピーマンを加えて炒め合わせ調味料で味付けをする。仕上げに 

・ごま油        適量         いりごまを加えて出来上がり。 

（砂糖・みりん・醤油・塩）         

 

 

 

◎ 小松菜と栗のカップケーキ      11/11（月）の給食にでます！！  

《 材料４人分 》          《 作り方 》 

・小麦粉        80ｇ      ①、小松菜は茹でて細かく刻むか、カッターにかけておく。 

・卵          20g         栗は粗みじん切りにする。 

・砂糖         20g       ②、小麦粉とベーキングパウダーを合わせてふるっておく。 

・バター        16g       ③、常温に戻したバターと卵、砂糖を入れよく混ぜ、②と① 

・小松菜        20g         も混ぜ合わせる。 

・栗          20g       ④、③を容器に入れ 170℃のオーブンで 15分くらい焼く。 

・ベーキングパウダー  1.6g       

・ホイップクリーム   20g 

 

 

 

 

 

       さつま芋・収穫   

お米の袋で密かに育てていたさつま芋が収穫の時季を迎え・・ 

10月 23日にさくら組さんが収穫しました。 

           土に埋まっていて、形が見えない分、どんな形、色、大きさなのか期待が膨らみ・・・  

歓声と共に無事に収穫が終わりました・・。 

           次の期待は、どんな味か・・何にして食べるか・・等々。 

            さつま芋を使ってのクッキングが楽しみのようです。 

栗がおいしい季節ですねぇ～さつま

芋と小松菜でも相性バッチリ！です 

ピーマンは下茹でした物を

使うと色がキレイです 


