
　　　　　  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。

　  　　　　　※　８日（水）お誕生日会です。

　　　　　　　※ 28日（火）園外保育です。

                           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

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、豆腐ハンバーグ（大根ステーキ） 牛乳

ビスケット スパゲティケチャップ、アスパラガス、コーンバター、オレンジ ヨーグルトりんごケーキ☆

豆乳 ごはん ごはん、そうめん汁、ポークチャップ、ねばねば三兄弟 牛乳・おせんべい

クラッカー ポテトサラダ、ブロッコリー、ぶどう バニラクリームサンド

牛乳 ごはん ごはん、チキンカレー、和風サラダ クラッカー

ビスケット 夕顔ソテー、福神漬け、りんご アイスクリーム

お茶 ごはん なめこ汁、とり肉のごま焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー スパゲティサラダ、ブロッコリー、くだもの ブルーベリーサンド

お茶 ごはん ごはん、五目みそ汁、ししゃもの天ぷら 牛乳・するめ

ビスケット おくらとキャベツのごま和え、かぼちゃの含め煮、バナナ カフェオレパン

豆乳 ごはん ごはん、かき玉みそ汁、魚の梅みそ焼き 牛乳

クラッカー マカロニサラダ、ほうれん草ごま和え、メロン 大豆入りドーナツ☆

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、ミニトマト 牛乳

ビスケット 　　　カレー焼きそば、焼き肉サラダ、ぶどう 抹茶ケーキ

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 クラッカー

クラッカー ブロッコリーのごま酢和え、冷やしトマト、パイナップル ゆめヨーグルト

お茶 ごはん ごはん、みそ汁、スパニッシュオムレツ 牛乳

ビスケット ひじきのきんぴら、ほうれん草なめ茸和え、バナナ ロッククッキー☆

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 ポテトサラダ、ブロッコリー、くだもの ジャムサンド

お茶 ごはん ごはん、すき焼き風煮、鯖の竜田揚げ 牛乳

ビスケット カレーきんぴら、ほうれん草のり和え、なし キャロットケーキ☆

豆乳 ごはん ごはん、小松菜のみそ汁、ハンペンのチーズはさみ揚げ 牛乳・おせんべい

クラッカー ペンネミート、ブロッコリー、りんご マンゴークリームサンド

お茶 まいたけ まいたけごはん、かき玉汁、豆腐団子のケチャップ煮 牛乳

ビスケット ごはん なすのみそ炒め、のり風味の酢の物、オレンジ ほうれん草とバナナの蒸しパン☆

豆乳 ごはん ごはん、みそ汁、ひじき入りハンバーグ、オクラ 牛乳・おせんべい

クラッカー インディアンサラダ、ブロッコリー、なし ブルーベリーサンド

お茶 ごはん ごはん、大根汁、卵やきの納豆和え 牛乳

ビスケット じゃが芋のカレー炒め、三色お浸し、ぶどう 米粉のホットケーキ☆

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、カニ玉スープ、鮭のホイル焼き お茶

クラッカー 元気きんぴら、小松菜の納豆和え、りんご みたらし団子☆

お茶 チキンライス チキンライス、うどん、かき揚げ 牛乳

ビスケット 高野豆腐の含め煮、ほうれん草とコーンの和え物、メロン あんドーナツ

お茶 ごはん ごはん、なめこのみそ汁、親子煮 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、バナナ バニラクリームサンド

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 スパゲティサラダ、ブロッコリー、くだもの ホイップクリームサンド

牛乳 ごはん ごはん、豚汁、千草やき卵 クラッカー

おせんべい なすとピーマンの炒めもの、ほうれん草磯和え、オレンジ ゆめプリン

豆乳 もも・ちゅうりっぷ おにぎり、なめこ汁、とり肉のカレー揚げ、人参グラッセ 牛乳・おせんべい

クラッカー 組の献立です 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 マーブル食パン

お茶 五目そぼろ 五目そぼろごはん、みそ汁、豆腐と豚肉のうま煮 牛乳

ビスケット ごはん 小松菜のごま和え、かぼちゃの含め煮、柿 きなこドーナツ☆

豆乳 ごはん ごはん、ラーメン、コーンフレークチキン 牛乳・おせんべい

クラッカー うどん きゅうりの中華和え、さつま芋とひじき煮、パイナップル チョコレートサンド

◎ 9月の平均栄養価は次のとおりです。

28 火

30 木

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 水

24 金

25 土

27 月

18 土

21 火

22 水

15 水

16 木

17 金

11 土

13 月

14 火

8 水

9 木

10 金

4 土

6 月

7 火

おやつ(午後）

1 水

2 木

3 金

           給   食   だ   よ   り 令和 ３　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 ▽ 
 

◎コーンフレークチキン     

《材料 4人分》       《作り方》 

・とりムネ肉   120ｇ    ①、とりムネ肉はそぎ切りにする。 

・コンフレーク  20ｇ     ②、マヨネーズとしょうゆを混ぜて、ソースを作っておく。 

・マヨネーズ   12ｇ     ③、①にソースをからめて、10分位漬けておく。 

・しょうゆ    1.2ｇ    ④、温めたホットプレート（フライパン）に油をひき、③の肉に 

                  コンフレークをまぶして両面こんがりと焼いて出来上がり。 

 

 

 

 

 

 

食材にふれる   ～～～～子どもが大好きなお手伝い活動～～～～ 
春から朝の時間に野菜の名前や重さを当てっこしたり、すじ取りや皮むきなど食材に触れたりとお手伝

いを楽しんでいます。毎日ではありませんが、季節の感覚を身につけられるように「旬」の食材を選ぶ

ようにしています。 

“とうもろこし”の皮むきは、一見簡単そうに見えますが、結構指先から腕の力が必要です。歯を食いしばっ

て引っ張る子や一枚ずつつまんでむいていく子と色々な姿が見られます。 

子ども達から・・ 

「自分でできた！」など達成感や「黄色い実なんだ～」「もっとお手伝いがしたい」 

という声が聞こえてきました。 

 

“モロヘイヤ” の葉っぱちぎりでは、名前を知っていた子０人でした。 

葉っぱをちぎりながら、「なんの給食だろうねぇ～」「モロヘイヤだって!」とお友達と会話も楽しんでいる様子

があり・・・とても微笑ましい雰囲気でのお手伝いでした。 

  葉っぱはシソの葉よりは小さくて、ほとんど匂いもしない。なのに・・ 茹でると、トロ～っと粘りが出て、

とても不思議！！  

保育園では細かく刻んでめんつゆで味付けしてご飯にかけて食べます。 

 

 

 

 

 

 

《 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。 

よく噛んで食べるといい事ばっかり・・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。 

コンフレーク・・知ってる！カリカリするの！牛乳をかけるの！ 

と、子供たちが大好きなフレークがお肉のおかずになり、さらにマヨネーズ味☆  

お肉が柔らかくて食べやすく、作り方も簡単でお勧めですよ! 

 

「楽しかったね！」「またやろうね！」という声も聞かれました。 

すみれ組の苦手で食べられなかったお友達も食べてみよう。とチャレンジしてく

れました。ひと口食べてみたら、「美味しかった」と・・嬉しいですね。 


