
　　　　　  給食目標：丈夫なからだ。

　　　　　  内　　　容：好き嫌いなく食べることができるように

　　　　　　　　　　　　 「おおきくなるよ」「丈夫になるよ」等ことばかけをする。

　　　　　　　　　　　　 「食べることができたら」ほめてあげる。

　  　　　　　※　１日（火）さくら組～すみれ組はお楽しみ給食です。

　  　　　　　※　９日（水）お誕生日会です。

　　　　　　　※ 25日（金）園外保育の予定です。　

　　　　　　　　　　さくら組～すみれ組はお弁当を持って来てください。　ちゅうりっぷ・もも組は給食があります。

おやつ(午前) 主食　他

牛乳 もも・ちゅうりっぷ ふりかけごはん、みそ汁、とり肉の唐揚げ クラッカー

おせんべい 組の献立 ペンネミート、りんごとコーンのサラダ、バナナ アイスクリーム

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、豆腐とツナのハンバーグ 牛乳

ビスケット ポパイスパゲティ、アスパラガス、メロン 人参とひじきのドーナツ☆

豆乳 ごはん ごはん、そうめん汁、ポークチャップ 牛乳・おせんべい

クラッカー インデアンサラダ、三色お浸し、ぶどう フレンチトースト

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、スパニッシュオムレツ 牛乳

クラッカー ブロッコリーのおかか和え、ひじきのきんぴら、パイナップル じゃがいもピザ☆

お茶 ごはん みそ汁、とり肉の唐揚げ 牛乳・おせんべい

ビスケット ツナサラダ、かぼちゃの含め煮、くだもの ジャムサンド

ごはん ごはん、夏野菜カレー、わかめのサラダ 牛乳

ヨーグルト たけのこのきんぴら、福神漬け、オレンジ 小松菜とパインのホットケーキ☆

お茶 ごはん ごはん、大根汁、魚のケチャップ和え 牛乳・おせんべい

ビスケット ブロッコリーのサラダ、かぼちゃの含め煮、りんご カフェオレパン

お茶 栗ごはん、かぶのスープ、とり肉のレモンソース和え、ブロッコリー、トマト 牛乳

クラッカー 野菜サラダ、カレー焼きそば、ヨーグルトサラダ、ひと口ゼリー 抹茶ロール

豆乳 ごはん ごはん、かき玉汁、きのこ入り豚肉のしょうが焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー ほうれん草のり和え、りんごサラダ、ぶどう あんぱん

牛乳 ごはん ごはん、おくらのみそ汁、親子煮 おせんべい

クラッカー フライドポテト、ブロッコリーのごま酢和え、バナナ いちごヨーグルト

お茶 ごはん チキンカレー、ブロッコリー 牛乳・せんべい

クラッカー コールスロー、福神漬け、くだもの ブルーベリーサンド

牛乳 ごはん ごはん、せんべい汁、ししゃもフライ お茶

おせんべい 鮭フライ 小松菜の納豆和え、マカロニサラダ、ぶどう かぼちゃ白玉☆

お茶 ごはん ごはん、うどん、鮭の梅みそ焼き、味付けのり 牛乳・クラッカー

クラッカー きゅうりの中華和え、かぼちゃの含め煮、バナナ ピザパン

お茶 まいたけ まいたけごはん、かき玉みそ汁、さつま芋の変わり揚げ 牛乳

ビスケット ごはん なすとピーマンの炒めもの、のり風味の酢もの、なし ごまポッキー☆

豆乳 ごはん ごはん、カレーうどん、えびと卵の炒めもの 牛乳・おせんべい

クラッカー ブロッコリーのごま和え、ごぼうの唐揚げ、オレンジ チョコレートサンド

牛乳 ごはん ごはん、みそ汁、ひじき入りハンバーグ おせんべい

クラッカー ポテトサラダ、ほうれん草なめ茸和え、バナナ プリン

お茶 ごはん みそ汁、とり肉のごま焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー スパゲティケチャップ、ブロッコリー、くだもの ホイップクリームサンド

お茶 五目そぼろ 五目そぼろごはん、みそ汁、豆腐の寄せ揚げ 牛乳

ビスケット ごはん 筑前煮、ほうれん草とベーコンのソテー、りんご パリパリチーズチヂミ☆

豆乳 ごはん ごはん、コーンたまごスープ、コーンフレークチキン 牛乳・おせんべい

クラッカー 菜の花和え、かぼちゃのミルク煮、なし ブルーベリーサンド

牛乳 もも・ちゅうりっぷ おにぎり、なめこのみそ汁、とり肉のカレー唐揚げ おせんべい

クラッカー 組の献立 ボイルウィンナー、アンパンマンポテト、ブロッコリー、ぶどう ヨーグルト

お茶 ごはん チキンカレー、ブロッコリー 牛乳・おせんべい

ビスケット 和風サラダ、福神漬け、くだもの ジャムサンド

ごはん ごはん、すき焼き風煮、鯖の竜田揚げ 牛乳

ヨーグルト カレーきんぴら、ほうれん草磯和え、りんご ロールパンのウィンナ-サンド☆

お茶 ごはん ごはん、ラーメン、鮭のポテト焼き 牛乳・おせんべい

ビスケット うどん パリパリサラダ、小松菜の納豆和え、柿 クッキーパン

お茶 ごはん ごはん、石狩鍋、千草やき卵、オクラ 牛乳

ビスケット にぎやかきんぴら、みそ揚げポテト、ぶどう チョコチプ蒸しパン☆

◎ 9月の平均栄養価は次のとおりです。

28 月

30 水

３歳以上児　　：　　エネルギー　(599kcal)　　・たんぱく質　（21.2g）　　・脂質　（17.5g）　　・カルシウム　（272㎎）　・食塩　（1.9g）
３歳未満児　　：　　エネルギー　(542kcal)　　・たんぱく質　（18.4g）    ・脂質　（16.7g）　　・カルシウム　（234㎎）　・食塩　（1.6g）

29 火

24 木

25 金

26 土

18 金

19 土

23 水

15 火

16 水

17 木

11 金

12 土

14 月

8 火

9 水

10 木

4 金

5 土

7 月

おやつ(午後）

1 火

2 水

3 木

           給   食   だ   よ   り 令和 ２　年 ９月

久 慈 保 育 園

　　　　給 　 食 　 献　  立　  表　
☆印は、手作りおやつです。

日付 曜日
未満児の献立 全　　　　　　　児　　　　　　の　　　　　　　献　　　　　　　立

主　食　と　副　食



▽ 子供たちに人気のメニューを紹介します ▽ 
 

◎ トマトゼリー    

《 材料５人分 》 

・トマト    200ｇ     ・水     80ｃｃ     ・粉寒天    2ｇ     ・砂糖 15ｇ 

・キウイ    20ｇ     ・りんごジュース    125ｃｃ 

 

 

《 作り方 》 

① トマトの皮を湯むきする。 

② トマトを１㎝の角切りにして、鍋で砂糖、水、粉寒天と共に煮る。 

③ ②の粗熱を取り、りんごジュースと合わせバットに流す。 

④ ③を冷やし固める。 

⑤ 固まったら適当に崩してお皿に盛り、キウイを飾って完成！ 

 

 

お手伝い＆クッキング 

トウモロコシ、玉ねぎの皮むき、ピーマンの種取り、こんにゃく、厚揚げちぎりなどの 

お手伝いをしてもらいました。 

さくら組では、育てたじゃがいもでフライドポテト 

たんぽぽ組は収穫したミニトマトでゼリーを作りしました。 

お手伝いやクッキングをすることによって、自分たちが作ったから、手伝ったから 

“食べてみよう！”と言う気持ちになる様です。 

「楽しかったね！」「またやろうね！」という声も聞かれました。 

お家でも一緒に行ってみてはいかがでしょうか？子供たちの楽しそうな顔が見られるはずです！！ 

 

 

 

《 前歯がぶり 》 
「前歯がぶり」は前頭葉の血流量をアップし、脳の活動を活性化します。 

また、奥歯を使ってしっかり噛むことも、運動野や側頭葉の脳活動を活性化させます。 

軟らかく水分量が多い食べ物ばっかり食べて育った子どもは、 

よく噛んで育った子どもに比べて言葉に問題を抱えることが多くなると言われています。 

「前歯がぶり」をすることで 

 

 

 

 

 

 

 

舌を動かしたり、口唇を閉鎖したりする力が付き、 

それとともに言葉を発する能力が上がっていきます。 

 

たんぽぽ組で収穫したトマトを使い 

クッキングをしました。 

自分たちで収穫しクッキンッグをした

ゼリーは美味しかったようです！ 

例えば．．． 

リンゴの丸かじり 

きゅうりをそのままかじってみる 

いつもより大きく切ってみる等．．． 

歯ごたえのある物を積極的に食べましょう！ 


