
１１月　こんだてひょう 秦野市立こども園
(令和４年11月）

血や肉となる食品 働く力の基となる食品 体の調子を整える食品

（あか） （きいろ） （みどり）

乳児
主食

1 おからハンバーグ ツナカレーピラフ ・牛乳　おから　鶏挽肉 乾麺　油　パン粉　小麦粉 玉ねぎ　コーン缶

火 15 牛乳 コーンポテト 麦茶　　　　麦茶 豚挽肉　卵　スキムミルク じゃがいも　バター　米 トマト　小松菜　人参

火 うどん うどん汁　　　　   　　(ﾄﾏﾄ) お赤飯・りんご 鶏もも肉　ツナ缶　ささげ もち米　黒ごま グリンピース　りんご

2 肉野菜炒め シュガートースト ・ヨーグルト　豚もも肉 ・米　油　片栗粉 キャベツ　玉ねぎ

水 16 ヨーグルト さつまいもの甘煮 牛乳 豆腐　味噌　牛乳 さつまいも　砂糖 レモン汁　ミカン缶

水 味噌汁　　　　　     (ﾐｶﾝ缶) 食パン　バター なめこ　ねぎ

若鶏のトマトソースがけ ボンゴレ風スパゲティ ・牛乳　鶏もも肉　卵 ・バターロール　小麦粉 玉ねぎ　キャベツ　人参

17 牛乳 フレンチサラダ 麦茶 ロースハム　ベーコン パン粉　油　春雨 きゅうり　レーズン　バナナ

木 春雨スープ　　   　　(ﾊﾞﾅﾅ) あさり水煮缶 スパゲティ 小松菜　にんにく

4 白身魚の南蛮漬け マーブルケーキ 牛乳　切り身魚 ・米　片栗粉　油 玉ねぎ　人参　ピーマン

金 18 牛乳 切干大根の炒り煮 牛乳 あさり水煮缶　油揚げ 砂糖　小麦粉　バター 切干大根　りんご

金 味噌汁　　　　     　 (ﾘﾝｺﾞ) 豆腐　味噌　卵 ねぎ

5 チキンカレー お菓子 牛乳　鶏もも肉 ・米　じゃがいも　油 人参　玉ねぎ　キャベツ

土 19 牛乳 キャベツとツナのサラダ 牛乳 ツナ缶　チーズ カレールウ　小麦粉 きゅうり　パイン缶

土 チーズ　　　　      　 (ﾊﾟｲﾝ缶) 砂糖

7 鶏肉のオイル焼き りんご、お菓子 ・牛乳　鶏もも肉 ・米　小麦粉　油 人参　きゅうり　ミカン缶

月 21 牛乳 さつまいものサラダ ココアミルク ロースハム　油揚げ さつまいも　マヨネーズ もやし　りんご

月 味噌汁　　　　     　 (ﾐｶﾝ缶) 味噌　スキムミルク 砂糖

8 鮭のポテト焼き クリームサンド 牛乳　切り身魚　スキムミルク ・米　片栗粉　じゃがいも キャベツ　人参　きゅうり

火 22 牛乳 コールスローサラダ 牛乳 かにかまぼこ　豆腐 マヨネーズ　油 トマト　小松菜　ミカン缶

火 豆腐のスープ　       (ﾄﾏﾄ) ベーコン　生クリーム 食パン　砂糖 パイン缶

9 納豆の揚げ団子 ココア蒸しパン 牛乳　しぼり豆腐 乾麺　片栗粉　油 ねぎ　青のり粉　人参

水 牛乳 人参の甘辛煮 牛乳 鶏挽肉　納豆　卵 じゃがいも　砂糖 キャベツ　小松菜

うどん うどん汁　　　　    　　(ｷｬﾍﾞﾂ) さつま揚げ　鶏もも肉 小麦粉　バター

10 ぶりの照り焼き マカロニあべかわ 牛乳　切り身魚 ・米　砂糖　春雨 キャベツ　人参　きゅうり

木 24 牛乳 千草和え 牛乳 油揚げ　ロースハム 油　白ごま　焼麩 オレンジ　玉ねぎ

木 味噌汁　　　　　     　(ｵﾚﾝｼﾞ) 味噌　きな粉 マカロニ

11 ホワイトシチュー木こり風 ベイクドヨーグルトケーキ ・ヨーグルト　鶏もも肉 ・食パン・マーガリン・ジャム 玉ねぎ　人参　しめじ

金 25 ヨーグルト ブロッコリーのコーンサラダ 牛乳 スキムミルク　牛乳 じゃがいも　油　バター ブロッコリー　コーン缶

金 　　　　　　　　     　 　(ﾄﾏﾄ) 卵　プレーンヨーグルト 小麦粉　砂糖　 トマト

12 照り焼きチキン お菓子 牛乳　鶏もも肉　 ・米　砂糖　油 人参　キャベツ　玉ねぎ

土 26 牛乳 野菜炒め 牛乳 豚肩ロース　味噌 焼麩 パイン缶　わかめ

土 味噌汁　　　　　     　(ﾊﾟｲﾝ缶)

14 ポークチャップ ヨーグルト ・牛乳　豚肩ロース ・米　小麦粉　油 玉ねぎ　人参　もやし

月 28 牛乳 もやしときゅうりのサラダ お菓子、麦茶 ロースハム　豆腐 バター　砂糖　ごま油 きゅうり　ミカン缶

月 味噌汁　　　　     　　(ﾐｶﾝ缶) 味噌　ヨーグルト 小松菜

レバカツ チーズトースト ・ヨーグルト　豚レバー ・米　小麦粉　パン粉 生姜　きゅうり　人参

29 ヨーグルト マカロニサラダ 牛乳 卵　ロースハム 油　マカロニ　マヨネーズ りんご　コーン缶

火 粒々コーンスープ　　(ﾘﾝｺﾞ) 粉チーズ　牛乳 食パン　バター 玉ねぎ

ボールシューマイ チキンライス 牛乳　豚挽肉　鶏挽肉 乾麺　ごま油　片栗粉 生姜　玉ねぎ　人参

30 牛乳 ひじきの白和え 麦茶 卵　スキムミルク 白ごま　砂糖　焼麩 芽ひじき　枝豆

水 うどん うどん汁　　　　　　　　(ﾄﾏﾄ) しぼり豆腐　鶏もも肉 米　油 トマト　小松菜

※献立は都合により変更する場合があります｡  ・印は乳児のみ 　

※裏面もご覧ください。

勤労感謝の日

３ 　時
乳　幼　児　副　食

昼    食
日曜 １０時

文化の日



※味噌汁一杯150ｍｌ当たりの食塩相当量

※食材の食塩相当量は省略しています。

給 食 だ よ り

昆布・かつおだし 和風顆粒だし

約１．４ｇ 約１．７ｇ

令和４年11月
秦野市保育こども園課

（※一般社団法人和食文化国民会議が制定）

※一般社団法人和食文化国民会議とは、平成２５年ユネスコ無形

文化遺産登録申請を契機に、和食文化を次世代へ継承するため、

その価値を国民全体で共有する活動を展開している団体です。

日本の国土は南北に長く、海や山など表情豊かな自

然が広がっているため、各地で地域に根差した多様な

食材が用いられています。また、素材の味わいを活かす

調理技術・調理道具が発達しています。

一汁三菜を基本とする日本の食事スタイルは栄養バラ

ンスが取りやすいといわれています。また、出汁の「うま

味」や発酵食品を上手に使うことによって、日本人の長

寿、生活習慣予防に役立っています。

食事の場で、自然の美しさや四季の移ろいを表現する

ことも特徴の一つです。季節の花や葉などで料理を飾り

つけたり、季節に合った器を利用して、季節感を表現し

ています。

日本人の食文化は、正月のおせち料理や節分など、年

中行事と深い関係があります。食事の時間を共に過ごす

ことで、家族や地域の絆を深めてきました。

１．多様で新鮮な食材とその持ち味の尊重 ２．健康的な食生活を支える栄養バランス

３．自然の美しさや季節の移ろいの表現 ４．正月などの年中行事との密接な関わり

和食の味の基本となるのは「だし」です。昆布やかつお節、

煮干しや椎茸などから取る「だし」は和食の味わいを深くしてく

れます。

少ない塩分でもおいしく食べられるのは、だしの「うま味」が

関係しているからです。この「うま味」は第5の味覚として広く知

られるようになりました。より少ない塩分にする場合は、うま味

の相乗効果を利用しましょう。昆布だしを味わった後にかつお

節だしを味わうと、相乗効果による味の変化に、きっと驚くは

ずです。

①材料を用意する

水1.8ℓ、昆布30g、かつお節30gを用意して、昆布は軽く濡らし

たペーパータオルでさっと汚れを拭いて、鍋の中に分量の水と

昆布を入れて5～6時間つけて置く。

②中火にかける

鍋を中火にかけて、煮立たないように注意して、あくを取りな

がら10分程、煮出す。昆布は表面に泡がついてきたら取り出す。

③かつお節を加える

火をやや強めて沸騰直前に、かつお節を一気に加える。

④均一に火を通す

菜箸でかつお節を丁寧にほぐしながら押さえて、均一に火が

通るように混ぜる。

⑤こす

再び煮立ったら火を止め、ペーパータオルを敷いたザルでこ

す。一気にかつ、静かに流し入れると良い。

⑥絞る

だしが落ちなくなったら、かつお節をペーパータオルで包んで

しっかりと絞る。

味噌汁の塩分量を比べてみました！

◆作っただし汁はよく冷ましたら、冷水ボトルやタッパーなどに

入れて、冷蔵で２日間、製氷器などに入れて、冷凍保存するこ

とも出来ます。

材料（４人分）

今月の献立から

１個

４０ｇ

１/４本

大さじ１/２

大さじ１/２

小さじ１

少々

少々

ブロッコリー

ホールコーン缶

人参

油

酢

砂糖

食塩

こしょう

① ブロッコリーは小房に分け、人参はいちょう切りにし茹でる。

コーンは汁気を切って茹でて冷ましておく。

② ボールに油、酢、砂糖、食塩、こしょうを混ぜ合わせドレッシングを作る。

③ ①で茹でた野菜と②のドレッシングを加える。

＜ブロッコリーとコーンのサラダ＞

参考資料：農林水産省HP


