
11月　こんだてひょう すてっぷセンター　給食

御飯 御飯 御飯 パン（ミニ黒糖） 御飯 パン（イエローロール）

豚肉のリンゴソース煮 あじの蒲焼き 牛肉と大豆のカレー炒め すずきのカレームニエル

さつまいもスティック 大根の煮浸し

豆腐とわかめのみそ汁 なめことわかめのみそ汁 豆腐とだいこんのみそ汁

牛乳プリン 果物（バナナ） 果物（バナナ） 果物（みかん）

精白米　 精白米　 精白米　 ミニ黒糖 精白米　 NEGイエロー

豚もも　 あじ めだい 牛肉　もも肉 すずき 鶏もも皮なし　　
たまねぎ 片栗粉 食塩 食塩 食塩 しょうが
りんご こいくちしょうゆ こしょう こしょう こしょう こいくちしょうゆ
しょうが 上白糖 片栗粉 たまねぎ 薄力粉 料理酒
すりみそ 本みりん 牛乳 エリンギィ カレー粉 片栗粉
こいくちしょうゆ 料理酒 コーンフレーク 水煮だいず 有塩バター サラダ油
料理酒 キャベツ サラダ油 ほうれんそう ブロッコリー じゃがいも
レモン果汁 ブロッコリー 大豆油 こいくちしょうゆ 片栗粉
ブロッコリー ほうれんそう 日清　マヨドレ トマトケチャップ サラダ油

ウインナー（卵不使用） 料理酒 にんじん 食塩
さつまいも サラダ油 だいこん カレー粉 芽ひじき
サラダ油 食塩 にんじん 食塩 油揚げ きゅうり
食塩 かつお・昆布だし ピーマン 竹輪（卵不使用）

すりみそ 上白糖 はるさめ 本みりん 冷凍コーン
すりみそ かつお・昆布だし こいくちしょうゆ きゅうり こいくちしょうゆ ちりめんじゃこ
かつお・昆布だし なめこ ロースハム 料理酒 こいくちしょうゆ
豆腐（絹ごし） カットわかめ すりみそ 日清　マヨドレ 三温糖
カットわかめ 豆腐（絹ごし） かつお・昆布だし サラダ油 味の素ＫＫコンソメ
だいこん さつまいも さつまいも たまねぎ

牛乳 カットわかめ たまねぎ すりみそ ウインナー（卵不使用）
ぽんせんえび 上白糖 にんじん かつお・昆布だし パセリ
かっぱえびせん イナアガー バナナ 味の素ＫＫコンソメ 豆腐（絹ごし） 水
ゼリー飲料（りんご） バニラエッセンス 水 みずな

フルーツソース（ｽﾄﾛﾍﾞﾘｰ） 豆乳（調整豆乳） だいこん みかん
牛乳
食塩 ミルクスティック
こしょう ゼリー飲料（ぶどう）
有塩バター

バナナ

御飯 けんちんうどん 御飯 炊き込みご飯

さばのみそ煮

かりかりチーズ揚げ かぼちゃの甘煮

かきたま汁

果物（りんご） 果物（りんご） ジョア（プレーン） 果物（りんご）

精白米　 干しうどん 精白米　 精白米　
鶏肉もも皮なし　　 干ししいたけ

さば さといも 鶏肉もも皮付き 油揚げ
しょうが ごぼう 食塩 ごぼう
すりみそ だいこん こしょう にんじん
本みりん にんじん カレー粉 鶏もも皮なし　　
三温糖 豆腐（絹ごし） パプリカ かつお・昆布だし
かつお・昆布だし かつお・昆布だし 食塩 うすくちしょうゆ
カットわかめ 三温糖 無糖ヨーグルト 本みりん

食塩 トマトケチャップ 料理酒
きゅうり こいくちしょうゆ にんにく 食塩
緑豆もやし 本みりん しょうが
にんじん 片栗粉 キャベツ こまつな
ごま 冷凍コーン
ごま油 プロセスチーズ かぼちゃ ロースハム
かつお・昆布だし ぎょうざの皮(枚) だし 日清　マヨドレ
こいくちしょうゆ サラダ油 こいくちしょうゆ
上白糖 かぼちゃ 三温糖 すりみそ

サラダ油 かつお・昆布だし
えのきたけ 食塩 かつお・昆布だし えのきたけ
豆腐（絹ごし） 食塩 カットわかめ
たまねぎ りんご こいくちしょうゆ かぼちゃ
中華味 えのきたけ
食塩 片栗粉 りんご
水 鶏卵

りんご ジョア(プレーン)Ca＆V.D

エネルギー 359Kcal タンパク質 15.7g 脂質 9.7g カルシウム 119mg 鉄 1.7mg ビタミンA 160μg

ビタミンB1 0.23mg ビタミンB2 0.21mg ビタミンC 26mg 食物繊維 3.2g 食塩相当量 2.2g
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ほうれん草とウインナー

のソテー

普；ぽんせんえび、粗・

押；かっぱえびせん、

ぺ・管；ゼリー飲料（り

んご）

めだいのフライ

（卵、小麦不使用）

鶏の竜田揚げ　フライド

ポテト添え

きゅうりとちくわのしら

す和え

たまねぎとウインナーの

コンソメスープ

さつまいもとにんじんの

ポタージュ

春雨ときゅうりのサラダ

（マヨドレ）

にんじんとひじきの

炒め物

5日(金) 8日(月) 9日(火)

16日(火) 17日(水) 19日(金) 18日(木) 25日(木) 29日(月)

えのきと豆腐の

中華スープ

もやしときゅうりの

ナムル

15日(月)

22日(月) 26日(金) 24日(水) 30日(火)

*献立、食材は都合により変更になることがあります。

10日(水) 11日(木) 12日(金)

かぼちゃとわかめの

みそ汁

普・粗・押；ミルクス

ティック、ぺ・管；ゼ

リー飲料（ぶどう）

小松菜とハムのサラダ

（マヨドレ）

さつまいもとわかめの

みそ汁

タンドリーチキン

（皮付き）

<今月の栄養価(米飯、普通食を全量摂取した場合)>

お楽しみ給食

「ランチデー」

（お弁当給食）

京田辺産の食材を使っています！
（普賢寺ふれあいの駅より納品）

精白米 すりみそ だいこん

★ 食育の取組 「ランチデー」 ★

今月のお楽しみ給食「ランチデー」は、お弁

当給食を実施します。お弁当箱に給食を詰めて、

いつもと違う給食を楽しみます。この日は、お

弁当箱が必要となりますので、ご家庭よりご持

参ください。（ランチプレートでも可能です。

クラス担任より詳細は説明します。）

新メニュー

です！

★ 幼児期から現れる「好き嫌い」 ★

「小さい頃は食べていたのに・・・」と言

われることをよく聞きます。「嫌い」と意思表

示が出来るようになったことででてくる「好き

嫌い」があります。「甘味」を好むなどの生ま

れつきの「好き嫌い」とは異なり、理由はさま

ざまです。

①まずは大人が現状を受け入れる。

嫌だというものを強制することで食事そのも

のが嫌になります。その子の気持ちを受け入れ

て、いったん片づけます。

②忘れたころにもう一度だす。

数か月たってから出してみて、黙って見守り

ます。「嫌い」を思い出さないように。

③「調理法」を探る。

それでも嫌なら、調理法や味付けをかえ、食

感や味をかえることで食べられることがありま

す。例）野菜炒めの玉ねぎは嫌いだけど、カ

レーライスに入ったとろとろの玉ねぎは食べら

れるなど。


