
幼保連携型認定 べっぷ里山こども園 園長 俵積田 修治

～No.２２８ 

先月は、りす・うさぎ組親子体験に参加してくださり、誠にありがとうございました。保護者

の感想として「里山で自然にふれ、四季折々子どもがつぶやいている事や、木の根に登ったり、

大きな丸太に乗ろうとしたり、すごい体力がつき成長していると思いました」お弁当は「食材の

こだわりと栄養ﾊﾞﾗﾝｽが良くとてもおいしく頂けました」との感想でした。今月も、里山の豊かな

自然に癒されながら、親子で一緒に楽しんでください。 

 一園二校の合同家庭学級は「夢みる小学校」の映画上映会を２５日金曜日に実施します。９０

分の上映時間を鑑賞できる小・中学生は、親子で一緒に参加できます。２６日土曜の「堀真一郎

学園長」の講演会は、大人を対象にしています。当日は天候が良ければ、以上児は愛情弁当を持

って里山に行きたいと思っています。誠に申し訳ありませんが、１２時１５分までに、お迎えの

ご協力をよろしくお願いいたします。 
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◎保護者の皆様へ◎ 

★らっこ・ひよこ・りす組は、 

体ふきﾀｵﾙは、ｶﾊﾞﾝに一枚必要

です。 

★うさぎ・くま・ぞう組は、 

今月よりシャワーを使用しませ

んので、体ふきﾀｵﾙは不要です。 

★天気の良い日は、里山に歩い

て行きます。朝食・排便等をすま

せて、帽子・水筒・靴（雨靴）で、

９時までに登園をお願いします

１１月５日（土）らっこ・ひよこ組 
・午前９時３０分～里山集合 

（雨天：２階ホール） 

１１月１２日（土）くま組 
・午前９時３０分～里山集合 

（雨天：２階ホール） 
＊ぞう組は３月４日（土）に変更 

１１月２０日（日）お父さんの会 
奉仕作業（塗装等）

・午前８時３０分集合～午前中 

社会福祉法人別府福祉会べっぷ里山こども園 
Ｔｅｌ 0993-76-2003  Ｆａｘ 0993-72-9901 

e-Mail:beppu-hoiku@po5.synapse.ne.jp 

１１月２５日（金）受付６時半 
・時間：午後７時～８時半

・場所：別府小学校体育館 

・駐車場：校庭 

１１月２６日（土）受付１２時 
・時間：午後１２時半～２時 

１２月１０日（土）午前保育 

















秋になり、こころの野菜さんからはホクホクの里芋が届いています。 

先月も給食献立の中に取り入れましたが、里芋は皮もとっても美味しいです。 

里芋は丸ごとよく洗い土を落として、皮をむきます。その皮を素揚げにして 

軽く塩をまぶせば、『里芋チップス』の出来上がり。 

            子どもも大人も大好きで、あの皮からは想像でき 

ないくらいの美味しさ。ご家庭でもおすすめです！ 

皮は薄く剥くより、厚めに剥くほうが私は好きです☆ 

こちらもみんな大好き、あんこから手作り『もちもちどら焼き』 

生地に白玉粉を使い柔らかく、甘さ控えめのあんこで 

           出来立てはたまりません。 

もうひとつ、おかわりが足りなかった『スマイルクッキー 』

               ほのかに香るきな粉風味のクッキーなの

               ですが、ホロホロと香りがよくて、みんな

               違うスマイルの顔が何ともかわいい～ 

               子どもたちは、この顔で楽しく話がはずみます！！

               最後に、先月初登場の肉まんは大好評でしたが、私が必死すぎて写真を

撮り忘れてしまいました。ぞう組さん、また作るから待っててね！

11月の給食による行事予定 

11/2(水) 11月生まれのお祝い日 

11/５(土)  0・1歳親子体験 試食 

 11/12(土) 4 歳親子体験 試食 

 11/26(土) 愛情弁当の日 

（材料） 

木綿豆腐 1/2丁・・・水切り（湯煎が長持ち） 

なたね油 大１と 1/2・・・普通のマヨより断然少ない 

味噌 大１・・・卵代わりにコクをプラス！ 

さとう 大１・・・酢の酸味を和らげる 

酢 ５０ｃｃ・・・ドレッシングにはお酢◎ 

梅酢 大１と 1/2（なくても可）・・・味を引き締める！ 

◆材料すべてをよく混ぜ合わせて完成～ 

絹ごしは水っぽくなるので、木綿がおすすめです。 

令和４年度 11月号 

給食担当  内 めぐみ 

とても過ごしやすい気候になってきました。ひんやり冷たい風も吹きますが、それもまた心地よく感

じます。先月の愛情弁当も準備してくださりありがとうございました。朝から「今日はお弁当の日♪」

とみんな嬉しそうに、「どこで食べようか♪」「〇〇ちゃん一緒に食べよ♪」などと、それぞれが昼食

の時間を楽しんでいました。初めて里山でお弁当を食べたうさぎ組さん、消防署帰りで元気をいっ

ぱいもらった子どもたちは苦手な野菜から先にパクパクと！ 

愛情弁当の日は、普段の給食では味わえない体験がいっぱいです

本当にありがとうございます。子どもたちの感じる心、ステキなのです。



日 曜 昼食 おやつ 赤：血や肉になる 緑：調子をととのえる

1 火
粟入り玄米 高野豆腐の酢豚風 
わかめスープ 納豆(葱)

きのこおにぎ
り

こうやどうふ 削り節 木綿豆腐 納
豆 しらす干し

あわもち 玄米 薄力粉 なたね油 さつま
いも じゃがいも 甜菜糖 いりごま 半つ
き米

2 水
11月生まれ祝いの日 チャーハン 

鶏のからあげ マカロニサラダ かぼ
ちゃスープ りんご

ヨーグルト
しらす干し 若鶏もも 豆乳 かつお
油漬けフレーク 削り節 ヨーグル
ト

半つき米 ごま油 なたね油 薄力粉 片栗
粉 マカロニ・スパゲティ コリー かぼちゃ まこんぶ りんご

3 木 文化の日

4 金
げ 味噌汁(大根) 納豆(キャベツ)

焼き芋 大豆 かつお レバー 油揚げ 煮干し 
削り節 納豆 しらす干し

はとむぎ 玄米 さつまいも 片栗粉 なた
ね油 甜菜糖 いりごま

ベツ

5 土
 0・1歳親子体験 梅ひじきごはん 
腹皮のレモン焼き かみかみサラダ す
まし汁(里芋) ふかし芋 みかん

お菓子 しらす干し かつお かつお油漬け
フレーク 削り節

半つき米 いりごま 甜菜糖 ごま油 さと
いも さつまいも

ひじき 梅干し レモン 切干大根 人参 きゅう

7 月
雑穀米 肉じゃが 味噌汁(しめじ) 
納豆(小松菜)

スマイルクッ
キー

牛もも 油揚げ 削り節 煮干し 納豆 
しらす干し きな粉

半つき米 五穀 じゃがいも こんにゃく 
甜菜糖 なたね油 いりごま 薄力粉 め まこんぶ ぶなしめじ 焼きのり 小松菜

8 火
稗入り玄米 魚のパン粉焼き おからサ
ラダ 味噌汁(キャベツ) 納豆(もやし) お菓子

魚 豆乳 おから かつお油漬けフ
レーク 油揚げ 削り節 煮干し 納豆 
しらす干し

ひえ 玄米 パン粉 なたね油 オリーブ油 
いりごま ぶ キャベツ 焼きのり もやし

9 水 ちゃサラダ 味噌汁(白菜) 納豆(なまり
節)

焼きサンマと

ぎり

木綿豆腐 油揚げ 煮干し 削り節 納
豆 しらす干し なまり節 さんま

もちきび 玄米 車ふ 薄力粉 なたね油 甜
菜糖 ごま 半つき米 いりごま め まこんぶ 白菜 焼きのり しその葉

10 木
色なます あおさ汁 納豆(豆苗)

ごま豆腐 魚 削り節 木綿豆腐 納豆 しらす干
し

もちきび 玄米 甜菜糖 じゃがいも いり
ごま くず粉 ねりごま

ねぎ まこんぶ 焼きのり 豆苗 生姜 大根 
きゅうり

11 金
ドライカレー 野菜サラダ きの
こスープ

お芋ドーナツ ぶたひき肉 大豆ミート かつお油
漬けフレーク 削り節 豆乳 粉 なたね油 甜菜糖 さつまいも

生姜 レタス きゅうり トマト しめじ 生椎茸 

12 土
 4歳親子体験 わかめごはん 鶏もも
の葱ポン酢 春雨マヨサラダ すまし汁
(大根) ふかし芋 みかん

お菓子 しらす干し 若鶏もも かつお油漬
けフレーク 削り節

半つき米 いりごま 甜菜糖 はるさめ さ
つまいも

生姜 人参 きゅうり 玉ねぎ 乾椎茸 まこんぶ 
大根 みかん

14 月
中華丼 のり塩焼きポテト 春雨

きのこピザ ぶたもも 削り節 かつお油漬けフ
レーク チーズ

半つき米 ごま油 片栗粉 じゃがいも な
たね油 緑豆はるさめ 強力粉 薄力粉 甜
菜糖 オリーブ油

白菜 玉ねぎ 人参 にら きくらげ 乾椎茸 あ

トケチャプ 舞茸 コーン缶

15 火
小豆入り玄米 魚のおろし煮 野菜の素
揚げ 味噌汁(えのき) 納豆(もやし) 玄米おやき あずき 魚 煮干し 油揚げ 削り節 納

豆 しらす干し
玄米 なたね油 片栗粉 さつまいも いり
ごま 玄米ご飯 薄力粉 甜菜糖

玉ねぎ わかめ まこんぶ 焼きのり もやし に
ら あおのり

16 水
粟入り玄米 春巻き 大根サラダ 
味噌汁(小松菜) 納豆(葱)

お菓子
タンパッキー かつお油漬けフレー
ク 油揚げ 煮干し 削り節 納豆 しら
す干し

あわもち 玄米 春巻きの皮 はるさめ 片
栗粉 なたね油 甜菜糖 いりごま

人参 にら もやし 乾椎茸 大根 きゅうり 玉

ぎ

17 木
とじゃこのふりかけ

チーズおかか
おにぎり

魚 油揚げ こうやどうふ 削り節 煮
干し 納豆 しらす干し かつお節 
チーズ

はとむぎ 玄米 甜菜糖 ごま こんにゃく 
なたね油 いりごま 半つき米

ぎ わかめ まこんぶ かぼちゃ 焼きのり 小松
菜

18 金
稗入り玄米 鶏ひき肉の松風焼き 
中華きゅうり 味噌汁(大根) 納豆
(キャベツ)

みかんゼリー
鶏ひき肉 大豆ミート 木綿豆腐 油
揚げ 煮干し 削り節 納豆 しらす干
し

ひえ 玄米 いりごま 甜菜糖 ごま油
玉ねぎ 人参 ごぼう あおのり きゅうり もや

焼きのり みかんジュース 角寒天

19 土
たくあんごはん ごまだれソーメ
ン 小松菜と海苔のナムル

りんご ぶたもも 削り節
半つき米 いりごま ごま油 そうめん ね
りごま 椎茸 小松菜 もやし 焼きのり りんご

21 月 ダ 味噌汁(白菜) 納豆(豆苗) 芋だんご
若鶏もも 豆乳 かつお油漬けフ
レーク 油揚げ 煮干し 削り節 納豆 
しらす干し

半つき米 五穀 オリーブ油 じゃがいも 
いりごま さつまいも 上新粉 甜菜糖 め まこんぶ 白菜 焼きのり 豆苗

22 火 ほうれん草のごまあえ 味噌汁
(かぼちゃ) 納豆(梅えのき)

昆布とツナの
おにぎり

かつお 油揚げ 削り節 煮干し 納豆 
しらす干し かつお油漬けフレーク

もちきび 玄米 薄力粉 なたね油 甜菜糖 
いりごま 半つき米

生姜 ほうれん草 キャベツ 人参 もやし 玉ね

えのき 梅干し ほそめこんぶ

23 水 勤労感謝の日

24 木
ビビンバどんぶり れんこんのサ
ラダ 白菜スープ

お菓子 ぶたもも 鶏卵 かつお油漬フレー
ク 削り節 じゃがいも

人参 もやし ほうれん草 れん根 えだまめ 玉

25 金
きび入り玄米 鮭のムニエル 和え物
(もやし) 味噌汁(キャベツ) 納豆(しめ
じ)

グラノーラ さけ 油揚げ 削り節 煮干し 納豆 し
らす干し 豆乳

もちきび 玄米 薄力粉 バター オリーブ
油 甜菜糖 いりごま わかめ まこんぶ キャベツ 焼きのり しめじ

26 土 愛情弁当の日 

28 月
雑穀米 こんぶのかき揚げ 和え物(さ
さ身) 味噌汁(大根) 納豆(葱) お菓子 大豆 若鶏ささ身 油揚げ 煮干し 削

り節 納豆 しらす干し

半つき米 五穀 さつまいも 薄力粉 なた
ね油 ながいも 緑豆はるさめ 甜菜糖 い
りごま

ほそめこんぶ 玉ねぎ 人参 きゅうり キャベ

29 火
粟入り玄米 魚の照り焼き 白和
え 味噌汁(里芋) 納豆(キャベツ)

ふくれ菓子 魚 木綿豆腐 油揚げ 削り節 煮干し 
納豆 しらす干し 調整豆乳

あわもち 玄米 甜菜糖 ごま さといも い
んぶ わかめ 焼きのり キャベツ

30 水
噌汁(しめじ) 納豆(梅ひじき)

チンゲン菜と
じゃこのおに
ぎり

鶏卵  油揚げ 鶏もも 削り節 煮干し 
納豆 しらす干し

はとむぎ 玄米 こんにゃく 甜菜糖 じゃ
がいも いりごま 半つき米

梗菜

令和 4 年 11月 予定献立表



親子で一緒に「どこかな？」と楽しみながら！

⑨


