
　　  給食目標：好き嫌いしないで食べる。

　　  内　　　容：丈夫な体を作るために何でも残さず

　　　　　　　　 　 食べることを知る。

　　　　　　　　　：食事は衛生に注意しないと食中毒に

　　　　　　　　　　かかりやすいことを知る。

　  　※　８日（水）お誕生日会です。

おやつ(午前) 主食　他

牛乳 しめじごはん しめじごはん、かき玉みそ汁、変わりマーボー クラッカー

おせんべい 大根サラダ、かぼちゃの含め煮、メロン ヨーグルト

豆乳 ごはん ごはん、カレーうどん、なすと豚肉のしょうが焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー ブロッコリーのごま酢和え、冷やしトマト、びわ カフェオレパン

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、親子煮 牛乳

ビスケット ジャーマンポテト、ほうれん草の和え物、バナナ ごまポッキー☆

お茶 ごはん チキンカレー、マカロニサラダ 牛乳・おせんべい

ビスケット ブロッコリー、福神漬、くだもの ブルーベリーサンド

ごはん ごはん、すいとん入り吉野汁、笹かまの磯辺揚げ、モロヘイヤ 牛乳

ヨーグルト なすとピーマンの炒め物、かぶの甘酢和え、バナナ がんづき☆

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、鮭の梅みそ焼き 牛乳・おせんべい

ビスケット 糸こんにゃくのきんぴら、小松菜の納豆和え、オレンジ マーブル食パン

牛乳 七夕寿司、キラキラスープ、とり肉の唐揚げ、ブロッコリー、ミニトマト お茶

クラッカー カナッペ、お煮しめ、フライドポテト、すいか ロールケーキ☆

豆乳 ごはん ごはん、カニ玉スープ、とり肉のオレンジ焼き 牛乳

クラッカー ペンネミート、スナップエンドウ、ぶどう 大豆入りドーナツ☆

お茶 ごはん ごはん、おくらのみそ汁、ほうれん草と卵のグラタン、ふりかけ 牛乳・おせんべい

ビスケット ふりかけ 切り干し大根とひじきの煮物、アスパラガス、メロン フレンチトースト

お茶 ごはん なめこ汁、とり肉のごま焼き 牛乳・おせんべい

ビスケット スパゲティサラダ、かぼちゃの含め煮、くだもの ジャムサンド

牛乳 ごはん ごはん、ポークカレー、トマトときゅうりの酢の物 おせんべい

クラッカー たけのこのきんぴら、福神漬、オレンジ 豆乳プリン☆

お茶 ごはん ごはん、かき玉汁、魚のケチャップソース和え 牛乳・おせんべい

ビスケット ポテトサラダ、三色お浸し、ぶどう ホイップクリームサンド

お茶 ひじきごはん ひじきごはん、みそ汁、豆腐ハンバーグ 牛乳

ビスケット 夏野菜ときのこのパスタ、アスパラガス、すいか 野菜サンド☆

豆乳 ごはん ごはん、そうめん汁、豚肉ロール、モロヘイヤ 牛乳・おせんべい

クラッカー 野菜炒め、煮たまご、バナナ マーブル食パン

牛乳 ごはん ごはん、わかめのみそ汁、ピザ風たまご焼き クラッカー

おせんべい トマトサラダ、小松菜のお浸し、メロン プリン

お茶 ごはん みそ汁、とり肉の香味焼き 牛乳・おせんべい

ビスケット スパゲティケチャップ、かぼちゃの含め煮、くだもの ブルーベリーサンド

ごはん ごはん、豆乳シチュウ、ピーマンとじゃこのきんぴら、オクラ 牛乳

ヨーグルト ブロッコリーのカレー和え、バナナ りんご風味のポテトパイ☆

お茶 ごはん ごはん、ラーメン、鮭のホイル焼き 牛乳・おせんべい

ビスケット うどん パリパリサラダ、ほうれん草納豆和え、ぶどう チョコツイスト

牛乳 チキンライス チキンライス、みそ汁、豆腐の寄せ揚げ おせんべい

クラッカー ひじきとトマトのサラダ、かぼちゃミルク煮、メロン とうもろこし☆

お茶 ごはん チキンカレー、コールスロー 牛乳・おせんべい

ビスケット ブロッコリー、福神漬、くだもの ジャムサンド

牛乳 ごはん ごはん、すき焼き風煮、ししゃも磯辺揚げ クラッカー

おせんべい 鮭の磯辺揚げ 小松菜と油あげの煮びたし、カレーきんぴら、バナナ アイスクリーム

お茶 ごはん ごはん、うどん、鯖の竜田揚げ 牛乳・おせんべい

ビスケット 夏野菜のひき肉あんかけ、コロコロきゅうり、すいか あんぱん

牛乳 梅炒飯 梅炒飯、焼きふのみそ汁、豆腐団子のケチャップ煮 お茶

おせんべい ひじき炒め煮、なめ茸和え、オレンジ 塩やきそば☆

豆乳 ごはん ごはん、みそ汁、ピザハンバーグ 牛乳・おせんべい

クラッカー ゆで野菜（ブロッコリー・人参・かぼちゃ）、ぶどう チョコレートサンド

牛乳 ごはん ごはん、夕顔のみそ汁、五目たまご焼き、ふりかけ おせんべい

おせんべい ふりかけ ボイルウィンナー、ごぼうサラダ、バナナ とうもろこし☆

◎ ７月の平均栄養価は次のとおりです。
 ３歳以上児　　：　　エネルギー　(568kcal)　　・たんぱく質　（20.4g）　　・脂質　（17.8g）　　・カルシウム　（335㎎）　・食塩（1.9g）
 ３歳未満児　　：　　エネルギー　(534kcal)　　・たんぱく質　（18.0g）　　・脂質　（17.4g）　　・カルシウム　（304㎎）　・食塩（1.6g）

           給   食   だ   よ   り 令和 ２ 年 ７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 おやつ(午後）

1 水

2 木

3 金

4 土

6 月

7 火

8 水

9 木

10 金

11 土

13 月

14 火

15 水

16 木

17 金

18 土

20 月

21 火

22 水

25 土

27 月

31 金

28 火

29 水

30 木

この時期は細菌が活動するのにちょうど
良い湿度と温度がそろっています。

子ども達のお箸・箸箱・おしぼり・おしぼ
り入れ、未満児クラスではエプロンはどう
でしょうか？

毎日の確認をお願いします。又、この機
会に新しくしてみてはどうでしょうか。



 

▽ 子供たちに人気のメニューを紹介します ▽ 
 

◎ コーンフレークチキン   6/4（木）給食にでました！！ 

 

《 材料４人分 》             

・鶏肉         120ｇ   

・コーンフレーク   20ｇ 

・マヨネーズ     12ｇ 

・醤油         1.2ｇ 

・塩          少々 

 

《 作り方 》 

① マヨネーズ・醤油・塩を混ぜ、鶏肉に絡める 

② ①にコーンフレークをしっかりと付け、天板に並べる 

③ 180℃に予熱したオーブンで 15～20 分全体に少し色付くまで焼いて完成！ 

 

 

 

 

 

食事状況調査まとめ（2） 

◎子供が嫌がって食べない時はどうしていますか？ 

 

  ・ひと口食べるように勧める 

  ・『美味しいよ！』などと声掛けをし、大人も一緒に食べる 

・形を変えてみる（ご飯をおにぎりにする） 

  ・食べやすい硬さ・大きさにする 

  ・好きな物や味の濃い物（カレー）などに混ぜて食べさせてみる 

  ・加熱したり、味を変えてみる（トマトをトマトソースに変えてみる） 

  ・食べたら褒める 

 

アンケート結果ではひと口食べさせてみる家庭が多く見られました。 

同じテーブルのお友達同士で『美味しいよ！食べてみて』などの声が聞かれ、 

苦手なお友達も頑張って食べる様子が見られます！ 

苦手な物を食べようとする姿を認めてあげることによって、その時食べられなくても 

次は『食べてみよう！』という気持ちに繋がっていくようです。 

   また、保育園では食材の下ごしらえ（野菜をちぎってみるなど）をすることで、 

   苦手なものが食べられるようになった子どももみられています。 

 

  

 

保育園では野菜を育てています！ 

自分たちで育て・収穫して・調理して・食べる事によって頑張ってたべる子が多いです！ 

何にして食べようかな～♪と楽しみにしている子ども達です！ 

 

先月新メニューで出してみました。 

コーンフレークがパリパリして香ばしく

美味しいと大好評でした！！ 


