
給食室 おたより １１月号 

 木の葉が色づき、秋も深まってきました。朝晩の冷え込みなど一日の気温の変化が大きくなっ

てきます。風邪をひきやすい季節です。身体の温まる食事をしっかり食べて、寒い季節を乗りこえ

ましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
感謝の心を大切にしましょう 

１１月２０日は収穫感謝祭です。命をいただいていることへの感謝、心を込めて作ってくだ

さる人への感謝、毎日食べ物をいただけることへの感謝を忘れないようにしましょう。 

～命をいただいていることへの感謝～ 

日々、何気なく食べているお米・肉・魚・野菜・果物はみんな生きています。私たちは動物

や植物の命をいただいて自分の命を育んでいます。 

～心を込めて作ってくださる人への感謝～ 

お家のご飯や保育園の給食は、お肉や野菜を育ててくれた人・牛乳屋さん・パン屋さん・豆

腐屋さん・ご飯を作ってくれた人などたくさんの人の手によって作られています。 

～毎日食べ物を食べられることへの感謝～ 

 日本では飢餓など食べ物が不足している状態を身近に感じることは少ないですが、世界では

７人に１人は飢餓状態にあるといわれています。いつでも食べ物を食べられる環境はとても恵

まれています。 

 

ゆり・にじ組のみんなとお米の稲刈りをしました 

 ゆり・にじ組さんと５月から育てていた稲に、こんがり黄金色の稲穂が実りみんなで

収穫をしました！待ちに待った収穫では、子どもたちの表情はとっても真剣…「早く食

べたいー！」「手伝ってくれた先生にも食べてもらう！」と自分たちで育てたお米を食

べるのが待ち遠しいようでしたよ。「脱穀はどうやってするか知ってる？」と問いかけ

ると「一粒ずつ手で剥いたらいい！」「入れ物に入れて棒でグリグリする！」など、い

ろいろな答えが返ってきました。子どもたちの発想力には、いつも驚かされます。 

今月には、お米を脱穀しみんなでおいしく食べたい 

と思います！！  

 

普段食べているお米がどのように育って、食べられ 

るようになるまでにどのような作業が必要か、実際 

に目で見て触れる貴重な経験になったと感じました。 

 



黄 赤 緑

強い力が出る食べ物 丈夫な体を作る食べ物 病気から守る食べ物 その他

1 昼食 カレーライス 米、じゃがいも、マーガリン、油 豚肉 玉ねぎ、人参、小松菜 カレールウ
15 ツナサラダ 砂糖、油 ツナ缶 キャベツ、人参、ブロッコリー 酢、塩こしょう
金 午後おやつ 麩のラスク 麩、砂糖、マーガリン きなこ

くだもの くだもの
牛乳 牛乳

16 昼食 ちゃんぽんめん 中華めん、油 鶏肉 玉ねぎ、人参、白菜 シャンタン
30 さつまいものきんぴら さつまいも、砂糖、ごま、ごま油 人参、ピーマン しょうゆ、みりん
土 くだもの くだもの

午後おやつ 菓子 菓子
牛乳 牛乳

18 昼食 ごはん 米
月 おでん風煮 こんにゃく、砂糖 鶏肉、厚揚げ、さつまあげ、ちくわ、昆布 大根、人参 だしパック、しょうゆ、みりん、酒、塩

麩と小松菜のみそ汁 麩 みそ 玉ねぎ、小松菜 だしパック、煮干し
午後おやつ コーンフレーク コーンフレーク

牛乳 牛乳
5 昼食 パン 食パン、ジャム
19 魚のクリームシチュー じゃがいも、小麦粉、マーガリン、油 魚、牛乳、スキムミルク 玉ねぎ、人参、しめじ、白菜 コンソメ、塩こしょう
火 ブロッコリーのごま塩サラダ ごま、ごま油、砂糖 ブロッコリー、人参 塩

くだもの くだもの
午後おやつ お好み焼き お好み焼き粉 豚ミンチ、卵、かつお節、青のり キャベツ、青ねぎ ソース

牛乳 牛乳
6 昼食 三色丼 米、砂糖 鶏ミンチ 人参、ほうれん草 しょうゆ、酒、塩
20 金時豆煮 砂糖 金時豆 塩
水 具だくさんみそ汁 みそ 大根、玉ねぎ、人参、ごぼう だしパック、煮干し

午後おやつ ココアちんすこう 小麦粉、砂糖、油 ココア
牛乳 牛乳

7 昼食 ごはん 米
木 魚のかば焼き てんぷら粉、砂糖、油 魚 しょうが しょうゆ、みりん、酒

大根サラダ 砂糖 かにかま 大根、人参、きゅうり しょうゆ、酢
白菜のみそ汁 油揚げ、みそ 白菜、人参 だしパック、煮干し

午後おやつ ピザトースト 食パン、砂糖 チーズ 玉ねぎ、ピーマン、トマト缶 コンソメ、塩こしょう
牛乳 牛乳

8 昼食 肉うどん うどん、砂糖、油 豚肉 玉ねぎ、青ねぎ 花かつお、昆布、しょうゆ、みりん、塩

22 青菜のソテー マーガリン、油 ほうれん草、小松菜、人参、コーン缶 コンソメ、塩こしょう
金 くだもの くだもの

午後おやつ 大学いも さつまいも、黒ごま、砂糖、油 しょうゆ、酢
牛乳 牛乳 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

9 昼食 ハヤシライス 米、油 豚肉 玉ねぎ、人参、しめじ ハヤシルウ
土 蒸し野菜 マヨドレ ブロッコリー、かぼちゃ

くだもの くだもの
午後おやつ 菓子 菓子

牛乳 牛乳
11 昼食 さつまいもごはん 米、さつまいも、黒ごま 塩
25 すきやき風煮 麩、砂糖、油 豚肉、焼き豆腐 白菜、玉ねぎ、糸こんにゃく だしパック、しょうゆ、みりん、酒

月 大根のみそ汁 みそ 大根、人参、青ねぎ だしパック、煮干し
午後おやつ せんべい せんべい

くだもの くだもの
牛乳 牛乳

12 昼食 パン 食パン、ジャム
26 鶏肉のトマト煮 小麦粉、砂糖、油 鶏肉 玉ねぎ、トマト缶 コンソメ、塩こしょう
火 マカロニサラダ マカロニ、マヨネーズ 人参、ブロッコリー、コーン缶 酢、塩こしょう

オニオンスープ 油 玉ねぎ、人参、パセリ コンソメ、塩こしょう
午後おやつ 五平もち（乳児：ゆかりおかかおにぎり） 米、もち米、砂糖、ごま みそ（乳児：かつお節） みりん、酒、（乳児：ゆかり）

牛乳 牛乳
13 昼食 ごはん 米
27 魚のちゃんちゃん焼き 砂糖 魚、みそ キャベツ、人参、玉ねぎ、しめじ みりん、酒
水 そうめん汁 そうめん 玉ねぎ、ほうれん草 だしパック、昆布、しょうゆ、みりん、酒

午後おやつ ハムとチーズの蒸しパン 小麦粉、砂糖、油 ハム、チーズ ベーキングパウダー
牛乳 牛乳

14 昼食 ごはん 米
28 豆腐ボール 砂糖、片栗粉、油 豆腐、ひじき、卵 玉ねぎ、人参 しょうゆ、みりん
木 もやしときゅうりの酢の物 砂糖 わかめ、ちりめんじゃこ もやし、きゅうり 酢、塩

かぼちゃのみそ汁 みそ かぼちゃ、玉ねぎ、えのき だしパック、煮干し
午後おやつ 焼きいも さつまいも

牛乳 牛乳
材料は都合により変更させていただく場合がございます。

＊11/29（金）お誕生会　　　　メニュー：ナポリタン、魚のチーズ焼き、大根サラダ、豆乳スープ　　　　（おやつ）アップルパイ、牛乳

＊毎週月曜日・・・礼拝　　毎週火曜日・・・体育あそび
＊11/2（土）野の百合給食試食会
＊11/9（土）空の鳥給食試食会
＊11/20（水）収穫感謝祭
＊11/21（木）大なべクッキング（ごはん、豚汁、くだもの）

日
　
曜

時間帯 献立

１１月のよていこんだて　　２０１９年度
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