12月

日

1

曜
日

水

お昼のこんだて
令和３年度
大根と鶏肉の煮物・納豆あえ・みそ汁・果物

給食ニュース 1２月号

あかの食品

みどりの食品
８日（水）

血や肉になるもの

体の調子をととのえるもの

その他

きいろの食品
調味料
誕生会メニュー
熱や力になるもの

「ぐりとぐらランチ」

・ぐりとぐらごはん
・ドライカレー
鶏肉・ちくわ・納豆・み 大根・人参・こんにゃく・小松菜・もやし・玉ね
そ
ぎ・えのきたけ・わかめ・果物
・根菜ミネストローネ
干ししいたけ・ごぼう・玉ねぎ・人参・しらたき・
豚肉・鶏卵・かつお節
ほうれん草・もやし・ホールコーン缶・果物
・クリスマスデザート

おうちのかたへ

～子どもの窒息事故に注意しましょう～
じゃがいも・砂糖・油

しょうゆ・だし汁・みり
ん

車麩・油・砂糖・ごま油・ みりん・しょうゆ・塩・
ごま
だし汁・酢

2

木 車麩の卵とじ・和風サラダ・ごまふりかけ・果物

3

金 魚のたれかつ・白菜のもみ漬け・すまし汁

4

土

6

月 豆腐の中華煮・切干大根とツナのあえもの・焼きのり・果物

豚肉・かまぼこ・豆腐・ツ しょうが・人参・玉ねぎ・白菜・干ししいたけ・チ
鶏がらスープ（コンソ
油・片栗粉・ごま油・砂糖
ナ缶
ンゲン菜・切干大根・きゅうり・焼きのり・果物
メ）・塩・しょうゆ・酢

7

火 魚のみそ煮・三色ひたし・さつまいも入りけんちん汁

魚・みそ・豆腐

翠松保育園

木 ビーフン入り五目野菜炒め・中華スープ・果物

10 金 ちくわの磯辺揚げ・ほうれん草のごまあえ・豚汁
１２月
食育のねらい

つぼみ
11 土
たんぽぽ

・苦手なものも、保育士の言葉掛けにより食べて
土曜献立
みようとする。
13 月 カレー・大根サラダ・果物
・異年齢児との食事を経験する。
はな火 魚の竜田揚げ・小松菜の磯香あえ・うち豆入りみそ汁
・保育士の言葉掛けで、食事に必要な態度や習慣
14
たんぽぽ
を身につけようとする。
15

しょうゆ・みりん・塩・
だし汁

職員おすすめ☆朝食レシピ

しょうが・ほうれん草・もやし・人参・大根・ごぼ
☆じゃこチーズトーストの作り方☆
砂糖・さつまいも

・食べ物を大切にし、作った人に感謝する。

ジャーマンオムレツ・ゆでブロッコリー・野菜スープ・焼きのり

〈作り方〉
じゃがいも・油・砂糖・ご カレールウ・トマトケ
玉ねぎ・人参・大根・小松菜・果物
ま油 ちりめんじゃこを乗せる。
チャップ・酢・しょうゆ
①食パンの上にスライスチーズ、
しょうが・小松菜・もやし・焼きのり・白菜・こん
②オーブントースターでこんがりするまで焼く。
魚・うち豆・みそ
片栗粉・油・里いも
酒・しょうゆ・だし汁
豚肉・ツナ缶

にゃく

20

月 麻婆豆腐・華風あえ・果物

子どもの成長に必要なカルシウムもとれて、ちりめんじゃ
塩・トマトケチャップ・
こでよく噛むこともできるトーストレシピです。
中濃ソース・鶏がらスー
プ（コンソメ）
材料を乗せて焼くだけなので簡単ですよ♪
白菜・人参・玉ねぎ・ぶなしめじ・ブロッコリー・ じゃがいも・油・米粉・ご 鶏がらスープ（コンソ
キャベツ・きゅうり・りんご
ま
メ）・塩・酢
ぜひ作ってみてください。

鶏卵・ウインナー・チー ピーマン・玉ねぎ・ブロッコリー・もやし・人参・
じゃがいも・油・砂糖
ズ・豆腐
小松菜・焼きのり

ら進んで様々な食べ物を食べる。

土

みりん・しょうゆ・だし
汁・塩

しょうが・にんにく・人参・きゅうり・ホールコー マーマレード・じゃがい
しょうゆ・酒・鶏がら
〈材料〉
ン缶・クリームコーン缶・玉ねぎ
も・マヨネーズ・片栗粉
スープ（コンソメ）・塩
・食パン・・・１枚
キャベツ・もやし・人参・ぶなしめじ・にら・チン ビーフン・油・砂糖・ごま 酒・塩・し ょう ゆ・ 鶏が
豚肉
ゲン菜・長ねぎ・わかめ・果物
油
らスープ（コンソメ）
・ちりめんじゃこ・・・大さじ２
ちくわ・豚肉・豆腐・み 青のり・ほうれん草・人参・大根・ごぼう・長ね
小麦粉・油・砂糖・ごま・
・とろけるスライスチーズ・・・1
枚 しょうゆ・だし汁
そ
ぎ・こんにゃく
じゃがいも

《 食育の日 》
・体と食べ物の関係に興味と関心を持ち、自分か 鶏肉・豆乳
白菜の豆乳シチュー・りんご入りフレンチサラダ・ごまふりかけ

18

う・長ねぎ・こんにゃく

鶏肉・鶏卵

《 誕生会献立 》
水
・・・ここに入力してください・・・

つぼみ
16 木
ゆり
はな金
17
ゆり

白菜・人参・塩昆布・えのきたけ・長ねぎ・わかめ 小麦粉・パン粉・油・砂糖

デザートは何かな？お楽しみに♪

土曜献立

8
水 鶏肉のマーマレード焼き・ポテトサラダ・かき卵コーンスープ
翠松保育園では毎日手作りおやつを提供しています。
詳しくは裏面の献立右端をご覧ください。
9

魚・豆腐

土曜献立

ももちゃん
給食パクパク食べています！
21 火 焼き魚・ひじきの炒り煮・みそ汁

豆腐・豚ひき肉・みそ・ しょうが・にんにく・人参・干ししいたけ・長ね
ロースハム
ぎ・にら・きゅうり・もやし・果物

油・砂糖・片栗粉・ごま
油・春雨・ごま

しょうゆ・酢

魚・さつま揚げ・油揚
げ・みそ

油・砂糖・じゃがいも

塩・しょうゆ・みりん・
だし汁

ひじき・ごぼう・人参・干ししいたけ・こんにゃ
く・小松菜・玉ねぎ

〈ちいさいももちゃん〉
〈おおきいももちゃん〉
豚肉・油揚げ・ちくわ・ 大根・かぼちゃ・ぶなしめじ・長ねぎ・小松菜・昆
乾麺（うどん）・砂糖
だし汁・しょうゆ
22 水 ほうとう汁・昆布豆・焼きのり・果物
みそ・大豆
布・焼きのり・果物
手づかみで食べたりスプーンを持って食べています。
５～６人ずつ、つぼみたんぽぽさんのお部屋で
鶏ひき肉・厚揚げ・鮭フ
里いも・油・砂糖・片栗
人参・こんにゃく・小松菜・大根・長ねぎ・わかめ
しょうゆ・塩・だし汁
23 木 里いものそぼろ煮・小松菜と鮭のふりかけ・みそ汁
レーク・油揚げ・みそ
粉・ごま
時々こぼしながらも、おいしそうにモグモグ、ニッコリ♪
給食を食べています！
鶏肉・ベーコン

しょうが・ブロッコリー・人参・ホールコーン缶・
片栗粉・油・マヨネーズ
白菜・玉ねぎ・果物

しょうゆ・酒・鶏がら
スープ（コンソメ）・塩

24

金 鶏のから揚げ・クリスマスサラダ・白菜のスープ・果物

25

土

27

月 ビビンバ・チンゲン菜とわかめのスープ・果物

豚ひき肉

ぜんまい水煮・干ししいたけ・にんにく・ほうれん
草・もやし・人参・チンゲン菜・わかめ・玉ねぎ・ ごま油・砂糖・ごま
ホールコーン缶・果物

しょうゆ・塩・鶏がら
スープ（コンソメ）

28

火 すき焼き風煮・中華サラダ・チーズ

豚肉・豆腐・チーズ

しらたき・白菜・人参・玉ねぎ・長ねぎ・えのきた
け・小松菜・きゅうり・わかめ・もやし・ホール
砂糖・油・春雨・ごま油
コーン缶

しょうゆ・みりん・酒・
だし汁・酢

※献立内容を変更する場合があります。

2021

おやつ

土曜献立

咀しゃくや嚥下機能が未熟な乳幼児期は食品による窒息事故に注
意が必要です。食事中に遊んだり泣いたりすることも窒息の原因に
なることがあります。どんな食材でも窒息事故を起こす可能性があ
りますので，食事中は安全に食べているか確認しましょう。
【安全に食べさせるポイント】
■ゆっくり落ち着いて食べることができるように子どもの意思に
合ったタイミングで与える。
■子どもの口の大きさに合った量を与える。
お子さんのお弁当
（一回で多くの量を詰めすぎない）
を用意する時も，ミ
■食べ物を飲み込んだことを確認する。
ニトマト，さくらんぼ，
（口の中に残っていないか注意する）
ぶどうなどの食品
■汁物などの水分を適切に与える。
は，窒息事故防止
■食事中に驚かせない。
のため小さく切るよ
■食事中に眠くなっていないか注意する。
うにしましょう。
■正しく座っているか注意する。
ご えん

【誤嚥・窒息につながりやすい食べ物】
●弾力があるもの…こんにゃく，きのこ，練り製品など
●なめらかなもの…熟れた柿やメロン，豆類など
●球形のもの…ミニトマト，乾いた豆類，うずら卵，ぶどう，さく
らんぼ，あめ類，ラムネ，球形のチーズなど
●粘着性が高いもの…餅，白玉団子，ごはんなど
●固いもの…かたまり肉，えび，いかなど
●唾液を吸うもの…パン，ゆで卵，さつまいもなど
●口の中でばらばらになりやすいもの…ブロッコリー，ひき肉など

「冬至」12月22日
「冬至」は，一年で一番昼が短く，夜が長くなる日です。冬至にはあ
ずき粥やかぼちゃ，こんにゃく，「ん」のつく食べ物を食べると病気や
風邪にかからないという言い伝えがあります。お風呂にゆずを入れるゆ
ず湯の風習もあります。

食育の日 「白菜の豆乳シチュー」
今が旬の白菜は味にくせがなく，どんな材料とも合うの
で，鍋物，煮物の他，あえもの，みそ汁の具，炒め物，
スープ煮やクリーム煮，サラダなどいろいろな料理に応用
できます。
今月の食育の日は，白菜を使った豆乳シチューです。具
材をコンソメで煮て，豆乳を加え，塩で味を調えます。仕
上げに水で溶いた米粉でとろみをつけたらできあがり。給
食では鶏肉を使いますが，鮭やたらなどの魚で作ってもお
いしくできます。旬の白菜を使ったシチューで体もポッカ
ポカにあたたまります。ご家庭でもお試しください。

※調味料のマヨネーズは、原材料に鶏卵の入っていない製品を使用する場合があります。

新潟市保育課より

12月

お昼のこんだて

あかの食品

みどりの食品

きいろの食品

血や肉になるもの

体の調子をととのえるもの

熱や力になるもの

その他
調味料

翠松保育園手作りおやつ

日

曜
日

1

水

大根と鶏肉の煮物・納豆あえ・みそ汁・果物

鶏肉・ちくわ・納豆・みそ

大根・人参・こんにゃく・小松菜・もやし・玉ねぎ・えのきた
じゃがいも・砂糖・油
け・わかめ・果物

しょうゆ・だし汁・みりん

スパゲッティ

2

木

車麩の卵とじ・和風サラダ・ごまふりかけ・果物・みそ汁

豚肉・鶏卵・かつお節

干ししいたけ・ごぼう・玉ねぎ・人参・しらたき・ほうれん
草・もやし・ホールコーン缶・果物

車麩・油・砂糖・ごま油・ごま

みりん・しょうゆ・塩・だし汁・酢

レーズンパン

3

金

魚のたれかつ・白菜のもみ漬け・すまし汁・果物

魚・豆腐

白菜・人参・塩昆布・えのきたけ・長ねぎ・わかめ

小麦粉・パン粉・油・砂糖

しょうゆ・みりん・塩・だし汁

4

土

芋煮汁・果物

6

月

豆腐の中華煮・切干大根とツナのあえもの・焼きのり・果物・みそ汁

7

火

魚のみそ煮・三色ひたし・さつまいも入りけんちん汁・果物

8

水

誕生会ぐりとぐらランチ

9

木

ビーフン入り五目野菜炒め・中華スープ・果物

10

金

ちくわの磯辺揚げ・ほうれん草のごまあえ・豚汁・果物

11

土

白菜と肉団子のスープ・果物

おにぎり

3歳以上児は主食を持ってきてください。

豚肉・かまぼこ・豆腐・ツナ缶

しょうが・人参・玉ねぎ・白菜・干ししいたけ・チンゲン菜・
油・片栗粉・ごま油・砂糖
切干大根・きゅうり・焼きのり・果物

鶏がらスープ（コンソメ）・塩・しょうゆ・
酢

魚・みそ・豆腐

しょうが・ほうれん草・もやし・人参・大根・ごぼう・長ね
ぎ・こんにゃく

みりん・しょうゆ・だし汁・塩

砂糖・さつまいも

干し柿のカップケーキ

おからココアケーキ
おにぎり
あずき蒸しロール

3歳以上児も主食はいりません。

豚肉

キャベツ・もやし・人参・ぶなしめじ・にら・チンゲン菜・長
ビーフン・油・砂糖・ごま油
ねぎ・わかめ・果物

酒・塩・しょうゆ・鶏がらスープ（コンソ
メ）

ちくわ・豚肉・豆腐・みそ

青のり・ほうれん草・人参・大根・ごぼう・長ねぎ・こんにゃ 小麦粉・油・砂糖・ごま・じゃがい
く
も

しょうゆ・だし汁

きな粉パン
ういろう
おにぎり

3歳以上児は主食を持ってきてください。

13

月

カレー・大根サラダ・果物

豚肉・ツナ缶

玉ねぎ・人参・大根・小松菜・果物

じゃがいも・油・砂糖・ごま油

カレールウ・トマトケチャップ・酢・しょう
ゆ

14

火

魚の竜田揚げ・小松菜の磯香あえ・うち豆入りみそ汁・果物

魚・うち豆・みそ

しょうが・小松菜・もやし・焼きのり・白菜・こんにゃく

片栗粉・油・里いも

酒・しょうゆ・だし汁

五平もち

15

水

鶏肉のマーマレード焼き・ポテトサラダ・かき卵コーンスープ・果物

鶏肉・鶏卵

しょうが・にんにく・人参・きゅうり・ホールコーン缶・ク
リームコーン缶・玉ねぎ

マーマレード・じゃがいも・マヨ
ネーズ・片栗粉

しょうゆ・酒・鶏がらスープ（コンソメ）・
塩

くずもち

塩・トマトケチャップ・中濃ソース・鶏がら
スープ（コンソメ）

コーンパン

鶏がらスープ（コンソメ）・塩・酢

16

木

ジャーマンオムレツ・ゆでブロッコリー・野菜スープ・焼きのり・果物

鶏卵・ウインナー・チーズ・豆腐

ピーマン・玉ねぎ・ブロッコリー・もやし・人参・小松菜・焼
じゃがいも・油・砂糖
きのり

17

金

《 食育の日 》
白菜の豆乳シチュー・りんご入りフレンチサラダ・ごまふりかけ・果物

鶏肉・豆乳

白菜・人参・玉ねぎ・ぶなしめじ・ブロッコリー・キャベツ・
じゃがいも・油・米粉・ごま
きゅうり・りんご

18

土

具沢山スープ・果物

20

月

麻婆豆腐・華風あえ・果物

豆腐・豚ひき肉・みそ・ロースハム

しょうが・にんにく・人参・干ししいたけ・長ねぎ・にら・
きゅうり・もやし・果物

21

火

焼き魚・ひじきの炒り煮・みそ汁・果物

魚・さつま揚げ・油揚げ・みそ

ひじき・ごぼう・人参・干ししいたけ・こんにゃく・小松菜・
油・砂糖・じゃがいも
玉ねぎ

塩・しょうゆ・みりん・だし汁

大根・かぼちゃ・ぶなしめじ・長ねぎ・小松菜・昆布・焼きの
乾麺（うどん）・砂糖
り・果物

だし汁・しょうゆ

しょうゆ・酢

22

水

ほうとう汁・昆布豆・焼きのり・果物

豚肉・油揚げ・ちくわ・みそ・大豆

23

木

里いものそぼろ煮・小松菜と鮭のふりかけ・みそ汁・果物

鶏ひき肉・厚揚げ・鮭フレーク・油揚
人参・こんにゃく・小松菜・大根・長ねぎ・わかめ
げ・みそ

24

金

鶏のから揚げ・クリスマスサラダ・白菜のスープ・果物

鶏肉・ベーコン

しょうが・ブロッコリー・人参・ホールコーン缶・白菜・玉ね
片栗粉・油・マヨネーズ
ぎ・果物

25

土

たんたんスープ・果物
豚ひき肉

ぜんまい水煮・干ししいたけ・にんにく・ほうれん草・もや
し・人参・チンゲン菜・わかめ・玉ねぎ・ホールコーン缶・果 ごま油・砂糖・ごま
物

しょうゆ・塩・鶏がらスープ（コンソメ）

豚肉・豆腐・チーズ

しらたき・白菜・人参・玉ねぎ・長ねぎ・えのきたけ・小松
菜・きゅうり・わかめ・もやし・ホールコーン缶

しょうゆ・みりん・酒・だし汁・酢

27
28

月
火

ビビンバ・チンゲン菜とわかめのスープ・果物
すき焼き風煮・中華サラダ・チーズ・果物

里いも・油・砂糖・片栗粉・ごま

しょうゆ・塩・だし汁

しょうゆ・酒・鶏がらスープ（コンソメ）・
塩

※献立内容を変更する場合があります。

★赤字は、すいしょう保育園の追加メニューです。

白玉だんご
（3歳未満児はおにぎり）
サンドおにぎり
大学芋
ミルクパン
クッキー
おにぎり

3歳以上児は主食を持ってきてください。

砂糖・油・春雨・ごま油

ごませんべい
おにぎり

3歳以上児は主食を持ってきてください。

油・砂糖・片栗粉・ごま油・春雨・
ごま

ホットケーキ

おやつには牛乳、スキムミルク、お茶などの飲み物がつきます。

お好み焼き
おにぎり

