
平成26年8月29日
北平田保育園

エネルギー

熱と力になる（黄） 血や肉や骨になる(赤) 体の調子を整える（緑） （以上児）

夏野菜ハンバーグ・茹でキャベツ パン粉・焼麩 豚ひき肉・卵・牛乳 玉ねぎ・コーン・パプリカ・モロヘイヤ 　お菓子 E286　F14.8

フライドポテト・みそ汁・梨 じゃが芋・油 煮干・味噌 キャベツ・人参・えのき・こまつ菜・梨 　ヨーク P13.6　食塩20.

白身魚の梅焼き・すき昆布煮 砂糖・油 カレイ・味噌・昆布 しらたき・人参・バナナ・ほうれん草 ★キャンディポテト E344　F12.9

みそ汁・バナナ 豚もも肉・厚揚げ・煮干 　牛乳 P19.1　食塩2.3

じゃが芋・油・砂糖 昆布・ハム・わかめ 玉ねぎ・しらたき・人参・しめじ・もやし・みかん ★コーンマヨパン E390　F17.4

厚揚げ・煮干・味噌 いんげん・キャベツ・きゅうり・えのき・梨 　牛乳 P19.5　食塩2.2

焼きそば・ポテトサラダ・枝豆 中華麺・マヨネーズ 豚モモ肉・枝豆 キャベツ・もやし・人参・ピーマン

野菜スープ・ゼリー 油・じゃが芋 ベーコン きゅうり・コーン・椎茸・しめじ・玉ねぎ・ゼリー

鶏のさっぱり煮・りんごサラダ 砂糖・油 鶏もも肉・卵・ハム キャベツ・きゅうり・りんご・コーン 　お菓子 E355　F14.4

みそ汁・ぶどう さつま芋 わかめ・煮干・味噌 ぶどう 　グレープジュース P22.0　食塩2.3

じゃが芋・バター 豚モモ肉・牛乳 人参・玉ねぎ・バナナ

サーモン焼き・三色和え・芋煮 里芋 鮭・豚モモ肉・厚揚げ ほうれん草・キャベツ・人参 ★お月見団子 E383　Ｆ10.3

お月見ゼリー 煮干・味噌 葱・しめじ・ごぼう・こんにゃく 　牛乳 P22.6　食塩2.1

豚肉の味噌炒め・お浸し 片栗粉・油・砂糖 豚モモ肉・味噌・納豆・卵人参・もやし・きゅうり・ぶどう 　お菓子 E464　F23.4

チーズ納豆・卵スープ・ぶどう ゴマ 玉ねぎ・ほうれん草 　スポロン P21.8　食塩2.2

さばの味噌焼き・しょうゆフレンチ 油・うどん さば・ちくわ・厚揚げ キャベツ・ほうれん草・バナナ E438　Ｆ13.8

うどん汁・バナナ 煮干・味噌 葱・椎茸・人参 P23.1　食塩3.4

麻婆茄子・胡麻きゅうり・野菜スープ 油・砂糖・片栗粉 豚ひき肉・豆腐・味噌 なす・葱・ピーマン・人参・きゅうり ★黒糖蒸しパン E319　F17.4

梨 ゴマ キャベツ・コーン・玉ねぎ・梨 　牛乳 P11.2　食塩1.8

手作りさつま揚げ・青菜サラダ 油・片栗粉・ゴマ すり身・卵・ハム・豆腐 ごぼう・人参・こまつ菜・もやし 　お菓子 E315　F13.5

みそ汁・りんご マヨネーズ・焼き麩・ゴマ枝豆・煮干・味噌 ぶどう・しめじ 　オレンジジュース P17.8　食塩1.6

じゃが芋 厚揚げ・味噌・煮干 人参・ごぼう・つきこん・葱

牛乳 バナナ

鶏肉のBBQソース・スパゲティサラダ片栗粉・油・スパゲティ 鶏もも肉・卵・ハム りんご・葱・きゅうり・キャベツ・人参 　お菓子 E432　F18.6

わかめスープ・ぶどう マヨネーズ・砂糖 わかめ コーン・ぶどう・玉ねぎ 　野菜ジュース P16.3　食塩2.1

ハッシュドポーク・ドレッシングサラダ バター・生クリーム 豚モモ肉・牛乳 玉ねぎ・人参・マシュルーム ★ジャムサンド E390　F19.6

牛乳・りんご 油 キャベツ・きゅうり・みかん・りんご 　ココア P14.9　食塩2.7

里芋コロッケ・ミックスキャベツ 里芋・じゃが芋・油 豚ひき肉・卵・豆腐 玉ねぎ・人参・キャベツ・きゅうり E393　F15.4

ふりかけ・みそ汁・ゼリー 薄力粉・パン粉 煮干・味噌 トマト・しめじ・葱・ゼリー P14.2　食塩2.0

大会準備 アジの竜田揚げ・胡麻酢和え 片栗粉・油・砂糖 アジ・豆腐・味噌・煮干 きゅうり・人参・もやし・梨・こまつ菜 　お菓子 E415　F12.7

みそ汁・梨 ゴマ 　ヨーク P19.8　食塩1.9

筑前煮・のり佃煮・なます・みそ汁 油・砂糖 鶏もも肉・のり・厚揚げ 大根・こんにゃく・人参・孟宗・ごぼう・こまつ菜 　お菓子 E395　F17.7

ぶどう 味噌・煮干 椎茸・いんげん・きゅうり・みかん・ぶどう 　牛乳 P20.2　食塩2.3

油・砂糖・片栗粉 豚もも肉・うずら卵 人参・キャベツ・孟宗・椎茸・りんご ★磯風ポテト E415　F18.0

豆腐・味噌・煮干 バナナ・みかん・パイン・干しぶどう・チンゲン菜 　牛乳 Ｐ19.3　食塩2.6

誕生会 ナポリタン・りんごサラダ スパゲティ・バター・油ウインナー・ベーコン 人参・玉ねぎ・ピーマン・マシュルーム 　ケーキ

バス代振替日カレースープ・プリン 砂糖 プリン キャベツ・きゅうり・コーン・こまつ菜 　紅茶
砂糖・油 鮭・卵・ウインナー 人参・ブロッコリー・アップルジュース 　お菓子

　牛乳
コーンシチュー・ふりかけ じゃが芋・バター 鶏もも肉・牛乳 玉ねぎ・人参・コーン・バナナ

野菜ジュース・バナナ ふりかけ・野菜ジュース

　ニッキーさんと一緒麻婆豆腐・チンゲン菜の和え物 砂糖・片栗粉・ゴマ油 豆腐・豚ひき肉・味噌 葱・人参・椎茸・生姜・チンゲン菜 E410　F18.4

個別懇談会・すもうごっこ春雨スープ・バナナ 春雨 しらす・ハム もやし・バナナ P20.0　食塩2.7

里芋とイカの味噌煮・ゆかり 里芋・砂糖・片栗粉 イカ・味噌・卵 大根・人参・こんにゃく・きぬさや 　お菓子 E262　F9.3

かき玉汁・りんご 昆布・さば節 ゆかり・りんご・えのき・ほうれん草 　グレープジュース P14.0　食塩2.5

○お弁当のいらない日

　食事は子どもの成長や健康の大切な源です。そう思うと

１．朝食を食べよう 「ちゃんと食べなさい！」と言いたくなりますが、ガミガミ言う

　　　朝ごはんは、1日のエネルギー源であり、体温を上げてウォーミングアップをさせてくれます。 ほど子どもは食べる意欲をなくします。いちばん大事なのは
　　子ども達がウォーミングアップのできた状態で、保育園でしっかり活動できる様に、バランスの 楽しく食事をすること。家族で食卓を囲み、会話をしながら

　　良い食事を、できるだけ家族みんなで食べましょう。朝食をしっかり食べるためには、早く起き 食べれば、子どもの食も進むはず。親は忙しいかもしれま

　　てゆとりをもつ事が大切です。 せんが、朝食や休日は一緒に食べる事を心がけましょう。

２．朝うんちの習慣を身につけよう 　家族が食事をする中で、お箸の使い方や「いただきます」

　　　規則正しい生活をすると、毎朝、うんちが出ます。お腹がスッキリした状態なので子どもは 等の挨拶と、座って食べる事などのマナーを覚えます。親

　　気持ちよく、安心して元気に活動する事ができます。 が、見本を見せて声かけをすれば、自然に身につけていく
◎脳にとって大切な栄養→ま・ご・は（わ）・や・さ・し・い でしょう。

　「ま」：豆類　　「ご」：ごま　　「は（わ）」：わかめ　　「や」：野菜　　「さ」：魚　　

　「し」：しいたけ（きのこ類）　　「い」：いも（穀類）
◎食事は「心と体の栄養素」
　　食事は、栄養素の補給だけをするのではありません。家族のコミュニケションを図る絶好の 　今回のメニューを考えてくれたのは、あゆむくん、
　機会にもなります。つまり、心と体の栄養補給ですね。また、体温を上げ、活動のウォーミング はるひとくん、るかちゃん、さらちゃんです。

　アップとなります。体温が上がると、働きやすくなります。 園外保育
◎食事の時間はテレビを消す 　２６日は、詰め合わせです。未満児は空のお弁当箱。
　　テレビを消すと、食事に集中できます。親の笑顔と会話が何よりのごちそうです。 以上児はご飯を入れたお弁当箱を持ってきてください。

楽しく食事をする中で身につけさせていく
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手作りたっぷり愛情弁当とお菓子袋
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９月の給食献立表
こんだて名行事

材料とその働き
曜
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ポークカレー・牛乳・バナナ

豚汁・牛乳・バナナ
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おやつ

サッカー

　アイスにこにこ広場

肉じゃが・和風サラダ・みそ汁・梨

避難訓練
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★手作りおやつの日

★フルーチェ

大運動会

八宝菜・フルーツサラダ・みそ汁

詰め合わせ・アップルジュース

お菓子袋

園外保育

★ヨーグルトパフェ

★デザートバナナ
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ほど子どもは食べる意欲をなくします。いちばん大事なのは


