
 

 

 

 

 

 

 

 

   

  寒さが一段と厳しくなりましたが、真冬の澄み切った青空はとても気持ちがいいもので

す。早いもので、今年もあと 1か月。園児たちは 1週間後に控えた「生活発表会」に向け

て、クラスみんなで創り上げていく過程を楽しんでいます。大きな声で歌ったり、張り切

ってセリフを言ったり、時には緊張したり、といろんな表情を見せてくれています。 

保護者の皆様に披露することを目標にしています。ぜひ、楽しみにしていてください。 

 師走は何かと気ぜわしくなりますが、けがなどないよう落ち着いて過ごしていきたいと

思います。 

 

  

＊お知らせ＊ 

★ 12月になります。朝の登園時寒い日は、園児の安全のため『手袋』の 

 着用をしてください。お子さんが自分で出来る手袋を用意してください。 

 名前の記入を忘れずにお願いします。（ほけんだより 12月号でもお知らせ） 

 

★  『餅つき』を 9日（木）に行います。通常通りの「お弁当の日」になります。 

ちびっこ開放日にもなります。お出かけ下さい。 

 

★  12月 17日から予定している「個人面談年長」の日程調整と、年少、年中、いちご組の「希

望面談」を別紙にてアンケートをとります。希望面談については、一日のみの対象となります。

預かり保育の職員も増員しなければならないため、お知らせした期間での面談をお願いしま

す。 

 

★  1号（新 2号）冬季預かり保育、2号冬季希望保育につきましては、職員配置の調整のため          

      なるべく早期の申込みをお願いします。 

         

             ★1月の予定について 

               今年度予定していた「引渡し訓練」を 1月 17（月）午後に、行います。 

              申し訳ございませんが、お仕事等の都合をつけて、全員の参加をよろしくお

願いいたします。（午後の預かり保育はあります、小雨決行予定） 

 

 

園だより （R３年度 12 月） 
教育目標 明るく素直な子   

こばとこども園  園長 稲葉俊英 

 

 



日 月 火 水 木 金 土

1 2 3 4

安全の日 1号半日保育 第63回

総練習② 前日準備 生活発表会

親子登降園 （クラス毎時間差登園）

5 6 7 8 9 10 11

1号振替休日 成道会 もちつき大会 2号認定

2号通常保育 希望保育

12 13 14 15 16 17 18

1号半日保育 2号認定

希望保育

年長個人面談

年少希望面談

19 20 21 22 23 24 25

1号半日保育 1号冬季休業 2号認定

坐禅・誕生会 終業式 2号冬季教育保育 2号保育、給食注文の方 希望保育

年長個人面談 年長個人面談 親子降園 大掃除 スプーン持参

年中希望面談 いちご希望面談・予備日 職員会議

26 27 28 29 30 31

創立記念日

・両日とも親子登降園になります。

時間の変更ありません。

ゆり組は、30日の朝

もも組は、12/1の朝

なるべく9：00までに登園してください。

その他お知らせ

12　月　の　行　事　予　定

＜総練習①11/30 ゆり組・年少・まつ組＞

＜総練習②12/1 年中・たけ組＞

・両日とも、「お弁当の日」になります。

・服装は、半そで体操着を着用、もしくは

必ず、カバンに入れて持たせてください。

＜成道会＞　7（水）

・お釈迦様がお悟りを開いた日になります

・昔ながらの「餅つき」を楽しみます。

園長先生が法要をし、全園児参加します。

＜もちつき大会＞　お弁当の日　9（木）

えのみお願いします。朝は職員と歩きます

＜冬季休業・冬季教育保育開始＞23（木）～

2号希望保育（早期申

し込み）

＜生活発表会＞　4（土）後日配付

全園児「杵」を持って餅つきを体験します

おみやげのお餅は持ち帰ります。保護者の

方と一緒に召し上がってください。

・荷物の持ち帰りが増えます。帰りのお迎

＜半日保育・個人面談・希望面談＞

・17（金）～22（水）半日保育開始。

・17（金）～21（火）年長個人面談。

＜終業式＞　22（木）帰りのみ親子降園

リズム

お弁当

リズム

お弁当



こばと・乳幼児食(3才以上児)

1 2 3 2号のみ提供

焼きそば 白ライス

中華春巻き タンドリーチキン

蒸し鶏サラダ ハムステーキ

りんご ビーフン炒め

中華スープ ブロッコリーのツナ和え

パイン缶

野菜スープ

6 2号のみ提供 7 8 9 10
白ライス 三色丼 白ライス 白ライス

ハンバーグ さくら焼売 野菜入りメンチカツ エビフライ

スマイルポテト 人参ときゅうりのサラダ ブロッコリーとコーンのソテー じゃが芋とウィンナーの炒め物

れんこんソテー パイン缶 シルバーサラダ 海藻サラダ

青菜の磯香和え すまし汁 フルーツ(もも) フルーツ(みかん）

ミニゼリー(ストロベリー) みそ汁（大根とわかめ） 野菜スープ

みそ汁(白菜と豆腐）

13 14 15 16 ★おたのしみ給食★ 172号全員＋1号給食希望者のみ提供

白ライス 白ライス 白ライス りんごパン 白ライス

味噌だれチキンカツ キーマカレー さばの照り焼き ローストチキン とんかつ

金平ごぼう 野菜コロッケ 鶏肉の炒め物 星型ポテト しゅうまい

大根のツナ煮 キャベツのサラダ ひじきのサラダ コーンとチーズのサラダ ピーマンと筍の炒め物

ミニゼリー(青りんご) みかん ミニゼリー(ストロベリー) サンタさんの三色デザート ツナサラダ

すまし汁 みそ汁（小松菜と白菜） 野菜スープ フルーツ(もも)

牛乳 みそ汁（わかめと玉ねぎ）

202号全員＋1号給食希望者のみ提供 212号全員＋1号給食希望者のみ提供 222号全員＋1号給食希望者のみ提供 232号全員＋1号給食希望者のみ提供 242号全員＋1号給食希望者のみ提供

白ライス 白ライス ふりかけごはん 白ライス チキンライス

さんまのやわらか煮 鶏の唐揚げ 豚肉とごぼうのしぐれ煮 さばのカレー風味揚げ グラタン

五目しんじょ もっちりちー丸 厚焼き玉子 ねりもの たこウィンナー

肉じゃが スパゲティソテー きゅうりとわかめの和え物 野菜炒め ブロッコリーの塩茹で

青菜の胡麻和え フレンチサラダ フルーツ(みかん） 切干大根煮 ポテトサラダ

ミニゼリー(グレープ) フルーツ(もも) みそ汁(キャベツと玉ねぎ) パイン缶 ミニゼリー(青りんご)

みそ汁（大根と油揚げ） 野菜スープ みそ汁(白菜と豆腐） 野菜スープ

272号全員＋1号給食希望者のみ提供

白ライス

酢豚風

餃子

春雨サラダ

ミニゼリー(ストロベリー)

中華スープ

こめやフードサービスみのりキッチン

献　立　表
月 火 水 木 金



こばと(3才以上児)

日付 給食
からだの血や肉にな

るもの
からだの熱や力にな

るもの
体の調子をととのえる

もの
その他

ｴﾈﾙｷﾞｰ
たんぱく質

脂質
食塩

2(木)

焼きそば,中華春巻き,蒸し鶏サラダ,りんご,中華
スープ

豚小間,蒸し鶏ほぐし 油,野菜春巻,ごま油 キャベツ,むき玉葱,
ピーマンスライス赤,
ピーマンスライス緑,
きゅうり,りんご,カット
わかめ,にんじん,たま

屋台のお祭り焼きそ
ば(ソース),ソース,和
風ドレッシング,塩,しょ
うゆ,とりがらだし

338kcal
8.7g
16.1g
3.1g

3(金)

白ライス,タンドリーチキン,ハムステーキ,ビーフ
ン炒め,ブロッコリーのツナ和え,パイン缶,野菜
スープ

鶏もも開き40ｇ,すてき
なミニステーキ,鶏挽
肉,ツナ

めし･陸稲･精白米,砂
糖,油,ビーフン,ごま油

しょうが,にんじん,むき
玉葱,にら,ブロッコ
リー,ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(缶詰),
小松菜,キャベツ

タンドリーチキンオイ
ル,しょうゆ,みりん風
調味料,チキンコンソ
メ,和風ドレッシング,塩

459kcal
17.1g
14.2g
2.7g

6(月)

白ライス,ハンバーグ,スマイルポテト,れんこんソ
テー,青菜の磯香和え,ミニゼリー(ストロベリー),
みそ汁(白菜と豆腐）

鶏肉と豚肉のハン
バーグ,豚ひき肉,刻み
のり,冷凍豆腐

めし･陸稲･精白米,ポ
テト,油,砂糖,ミニゼ
リー

れんこん水煮スライ
ス,むき玉葱,ピーマン
スライス緑,ピーマンス
ライス赤,小松菜,にん
じん,えのきたけ水煮,

ケチャップ,ソース,塩,
チキンコンソメ,しょう
ゆ,赤味噌,白味噌,和
風だし駿河

443kcal
13.3g
11.9g
2.8g

7(火)

三色丼,さくら焼売,人参ときゅうりのサラダ,パイ
ン缶,すまし汁

卵,冷凍豆腐 めし･陸稲･精白米 グリンピース,にんじ
ん,きゅうり,コーン,ﾊﾟｲ
ﾅｯﾌﾟﾙ(缶詰),小松菜

鶏そぼろ,さくら焼売,
和風ドレッシング,塩,
しょうゆ,和風だし駿河

394kcal
15.0g
8.5g
2.2g

8(水)

白ライス,野菜入りメンチカツ,ブロッコリーとコー
ンのソテー,シルバーサラダ,フルーツ(もも),みそ
汁（大根とわかめ）

メンチカツ めし･陸稲･精白米,油,
はるさめ,ノンエッグマ
ヨネーズ

ブロッコリー,コーン,む
き玉葱,にんじん,キャ
ベツ,きゅうり,ダイス
カット黄桃缶,大根,
カットわかめ

ソース,塩,チキンコン
ソメ,赤味噌,白味噌,和
風だし駿河

404kcal
9.6g
7.9g
2.2g

10(金)

白ライス,エビフライ,じゃが芋とウィンナーの炒
め物,海藻サラダ,フルーツ(みかん）,野菜スープ

無頭エビフライM,ウィ
ンナースライス

めし･陸稲･精白米,油,
ノンエッグマヨネーズ,
チルドポテトダイス

むき玉葱,小松菜,にん
じん,カットわかめ,キャ
ベツ,きゅうり,みかん
缶,えのきたけ水煮,た
まねぎ

ケチャップ,チキンコン
ソメ,塩,和風ドレッシン
グ,しょうゆ

412kcal
10.4g
11.7g
2.5g

13(月)

白ライス,味噌だれチキンカツ,金平ごぼう,大根
のツナ煮,ミニゼリー(青りんご),すまし汁

チキンカツ,豚ひき肉,
ツナ

めし･陸稲･精白米,油,
砂糖,すりごま,かたくり
粉,ごま,ごま油,ミニゼ
リー,ふ

千切りごぼう,にんじ
ん,突きこんにゃく,大
根,えだまめ･冷凍,カッ
トわかめ,たまねぎ

赤味噌,和風だし駿河,
しょうゆ,みりん風調味
料,合成清酒,塩

455kcal
13.8g
12.7g
2.4g

14(火)

白ライス,キーマカレー,野菜コロッケ,キャベツの
サラダ,みかん

豚ひき肉 めし･陸稲･精白米,油,
砂糖,野菜コロッケ,ﾌﾚ
ﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

冷凍たまねぎみじん
切り,にんじん,グリン
ピース,キャベツ,きゅう
り,コーン,みかん

しょうが,とろけるｶﾚｰﾌ
ﾚｰｸN,カレー粉,ケ
チャップ,ソース,チキン
コンソメ

534kcal
14.5g
17.7g
2.4g

15(水)

白ライス,さばの照り焼き,鶏肉の炒め物,ひじき
のサラダ,ミニゼリー(ストロベリー),みそ汁（小松
菜と白菜）

骨なしさば切り身30g,
鶏肉,ツナ,刻み揚げ

めし･陸稲･精白米,砂
糖,油,かたくり粉,ミニ
ゼリー

むき玉葱,ピーマンス
ライス緑,ピーマンスラ
イス赤,キャベツ,芽ひ
じき,にんじん,小松菜,
白菜

みりん,しょうゆ,和風
だし駿河,塩,和風ド
レッシング,赤味噌,白
味噌

420kcal
18.5g
9.7g
2.5g

16(木)

りんごパン,ローストチキン,星型ポテト,コーンと
チーズのサラダ,サンタさんの三色デザート,野
菜スープ,牛乳

鶏もも開き40ｇ,プロセ
スチーズ,牛乳

こうじ,北海道星型ポ
テト,油,ノンエッグマヨ
ネーズ

コーン,えだまめ･冷
凍,にんじん,キャベツ,
たまねぎ

りんごパン,塩,サンタ
さんの三色デザート,
チキンコンソメ,しょう
ゆ

535kcal
20.3g
27.1g
2.6g

17(金)

白ライス,とんかつ,しゅうまい,ピーマンと筍の炒
め物,ツナサラダ,フルーツ(もも),みそ汁（わかめ
と玉ねぎ）

ロースとんかつ,しゅう
まい16ｇ,ツナ

めし･陸稲･精白米,油,
砂糖

ピーマンスライス緑,
ピーマンスライス赤,
コーン,たけのこ千切
り,キャベツ,にんじん,
きゅうり,ダイスカット

ソース,和風だし駿河,
しょうゆ,塩,和風ドレッ
シング,赤味噌,白味噌

423kcal
14.5g
13.6g
2.5g

20(月)

白ライス,さんまのやわらか煮,五目しんじょ,肉
じゃが,青菜の胡麻和え,ミニゼリー(グレープ),み
そ汁（大根と油揚げ）

さんまやわらか煮,豚
小間,刻み揚げ

めし･陸稲･精白米,チ
ルドポテト,砂糖,すり
ごま,ミニゼリー

むき玉葱,にんじん,小
松菜,えのきたけ水煮,
大根

五目しんじょはな型,
和風だし駿河,しょうゆ
（うすくち）,しょうゆ,白
味噌,赤味噌

483kcal
16.5g
14.1g
2.8g

21(火)

白ライス,鶏の唐揚げ,もっちりちー丸,スパゲティ
ソテー,フレンチサラダ,フルーツ(もも),野菜スー
プ

鶏もも皮つき30ｇ,もっ
ちりチー丸

めし･陸稲･精白米,唐
揚げの素パリパリく
ん,油,ミニスパゲッ
ティ,ﾌﾚﾝﾁﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ

むき玉葱,ピーマンス
ライス緑,ピーマンスラ
イス赤,マッシュルー
ムスライス,キャベツ,
にんじん,きゅうり,コー

しょうゆ,酒,みりん,塩,
チキンコンソメ

457kcal
13.5g
14.8g
2.7g

22(水)

ふりかけごはん,豚肉とごぼうのしぐれ煮,厚焼
き玉子,きゅうりとわかめの和え物,フルーツ(み
かん）,みそ汁(キャベツと玉ねぎ)

豚小間,厚焼き玉子 めし･陸稲･精白米,油,
砂糖

ごぼう,インゲン,しょう
が,きゅうり,にんじん,
カットわかめ,みかん
缶,キャベツ,たまねぎ,
青ねぎ

ふりかけ(のりかつお),
和風だし駿河,しょう
ゆ,酒,みりん風調味
料,赤味噌,白味噌

383kcal
16.1g
9.9g
2.8g

23(木)

白ライス,さばのカレー風味揚げ,ねりもの,野菜
炒め,切干大根煮,パイン缶,みそ汁(白菜と豆
腐）

骨なしさば切り身30g,
赤かぶさつまちゃん,
蒸し鶏ほぐし,冷凍豆
腐

めし･陸稲･精白米,天
ぷら粉(金星）,油,砂糖

むき玉葱,小松菜,ピー
マンスライス赤,切り干
し大根,にんじん,干し
しいたけ,ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙ(缶
詰),白菜

塩,カレー粉,和風だし
駿河,チキンコンソメ,
しょうゆ,みりん風調味
料,赤味噌,白味噌

439kcal
14.9g
11.9g
2.5g

24(金)

チキンライス,グラタン,たこウィンナー,ブロッコ
リーの塩茹で,ポテトサラダ,ミニゼリー(青りん
ご),野菜スープ

鶏肉,たこウィンナー ごはん,油,マカロニ,チ
ルドポテトダイス,ノン
エッグマヨネーズ,ミニ
ゼリー

むき玉葱,マッシュ
ルームスライス,ブロッ
コリー,にんじん,コー
ン,きゅうり,キャベツ,
カットわかめ,たまねぎ

チキンライス,シチュー
ルゥ（アレルフリー）,チ
キンコンソメ,パン粉,
塩,しょうゆ

410kcal
9.2g
10.9g
3.2g

27(月)

白ライス,酢豚風,餃子,春雨サラダ,ミニゼリー(ス
トロベリー),中華スープ

肉団子,焼き目つき餃
子,蒸し鶏ほぐし

めし･陸稲･精白米,油,
砂糖,かたくり粉,はる
さめ,ミニゼリー,ごま
油

むき玉葱,にんじん,
ピーマンスライス緑,た
けのこいちょう,干しし
いたけ,チンゲンサイ,
きゅうり,カットわかめ,

中華だし,しょうゆ,酢,
ケチャップ,和風ドレッ
シング,塩,とりがらだし

446kcal
12.0g
12.3g
2.4g

28(火)

ふりかけごはん,イカフライ,ウィンナーケチャッ
プ,ツナオニオン,ごまマヨサラダ,パイン缶,みそ
汁（大根と小松菜）

イカフライ,皮なしポー
クウィンナー,ツナ

めし･陸稲･精白米,油,
すりごま,ノンエッグマ
ヨネーズ

むき玉葱,ピーマンス
ライス緑,コーン,ブロッ
コリー,にんじん,ﾊﾟｲﾅｯ
ﾌﾟﾙ(缶詰),大根,小松
菜

ふりかけ（いろいろや
さい）,ソース,ケチャッ
プ,チキンコンソメ,塩,
白味噌,赤味噌,和風
だし駿河

413kcal
13.3g
12.3g
2.8g

月平均栄養価　　　エネルギー   436kcal　　　たんぱく質   14.0g　　　脂質   13.2g　　　食塩相当量   2.6g

令和3年 12月     こんだてひょう
こめやフードサービスみのりキッチン


