
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

給食献立予定表 平成 22年６月 

がつ月 

給食だより 
西方寺古城保育園   水俣市古城 2丁目２２１－２    ℡ 63－1828 

                園長 萩嶺善信     担当  Ｓ尚子 

先生と子供たちが給食

を楽しみに登園してく

れるように、おいしい

給食を作りたいと思い

ます。 

  杉本尚子 

 

すみれ……「いただきます」「ごちそうさま」～基本的な食事のマナーを身につける 

ひまわり…よく噛むことで、虫歯を防ぐ 

さくら……「いただきます」「ごちそうさま」のあいさつができるようになる 

ば ら……いろいろな食べ物に興味を持ち、自ら意欲的に食べようとする 

給 食……噛みごたえのある食材を使い、噛むことへの関心を持つ 

今月の食育目標 

サラダ玉ねぎの収穫をしました 
        

 雨の合間をぬって、サラ玉の収穫を

しました。たくさんあった玉ねぎも、み

んなでするとあっという間に収穫する

か事ができました。 

 とった玉ねぎを何回も何回も運んで

いた子どもたち。年長さんにもなると、

コンテナにたくさん入った玉ねぎを運

んでいました。 

さすがですね～！ 

  

いちごができました。 

  おいしかったよ！ 

きゅうりの芽が出ました 

ようやく暖かくなり、色づき始めたイ

チゴたち。一個ずつではありました

が、全員食べることが出来ました。 

よ く か む 習慣をつけましょう！ 
 最近「よく噛めない子」が増えています。形が大きいものや硬いもの,繊維が多いものを嫌がったり、口の中に

入れたままずっと飲み込めなかったりします。さまざまな原因が考えられますが、乳児期、幼児期から「噛む力」

をつけていきましょう。また、噛むことから食生活を見直しましょう。 

 

カミカミチェック 

・ やわらかい食べ物が好き  

・ 早食いである 

・ 飲み物や汁物で流し込む 

ようにして食べている 

虫歯が多い 

 

 チェックが多いほど、よく噛めていない可能性

があります。食事内容に噛みごたえのあるもの

を取り入れ、子どもにゆっくりよくかんで食べるよ

う声かけをしましょう。 

毎日の食事でかむ力を UP! 

 人は,いろいろな食べ物を食べる経験をして、うまくかめるよう

になります。赤ちゃんだからと言っておろそかにしてはいけま

せん。離乳食は、かむ力を 

つけるための第一歩です。 

また、乳歯が生えそろってくれ 

ば、いろいろな食感の食べ物 

を食べられるようになるので、 

食材や調理法を工夫して、か 

む力をつけましょう。 

・ 

月 火 水 木 金 土

日にち 1 2 3 4 5

牛乳 牛乳 麦茶 麦茶

ビスケット 卵ボーロ さつまいも 丸ボーロ

　　　　主　　食 七分付米 七分付米 七分付米 七分付米 チキンライス

　　　　汁　　物 みそ汁 タイピーエン みそ汁 すまし汁 麦茶

　　　　主　　菜 白身魚のタルタル焼き 小女子 納豆 鮭の照り焼き

　　　　副　　菜 温野菜、梅干し じゃがいもきんぴら 野菜のピーナツ和え きんぴらごぼう

麦茶 ミルクココア 麦茶 牛乳

牛乳もち パンかりんとう 果物、せんべい 炒り大豆のおこし風

7 8 9 10 11 12

牛乳 牛乳 牛乳 麦茶 麦茶

ウエハース クッキー スティックパン せんべい 黒棒

七分付米 七分付米 七分付米 七分付米 七分付米 お好み焼き

ポークカレー汁 コーンスープ みそ汁 すまし汁 みそ汁 麦茶

コールスロー ハンバーグ 鰆の洋風焼き けんちん煮 白身魚の酢豚風

福神漬け 玉ねぎグリル焼き 白和え たくあん 果物

ミルク 麦茶 ミルク 麦茶 牛乳

チョコチップクッキー おにぎり フライドポテト ヨーグルト和え ジャムサンド

14 15 16 17 18 19

牛乳 牛乳 牛乳 麦茶 麦茶

クラッカー コーンフレーク さつまいも チーズ、果物 せんべい

七分付米 七分付米 きつねごはん 七分付米 七分付米 炊き込みご飯

豚汁 みそ汁 かき玉汁 すまし汁 みそ汁 麦茶

酢の物 魚の煮付け 鶏のから揚げ なすのみそ炒め 栄養揚げ

昆布の佃煮 野菜のごま和え きんぴら、デザート きゅうりの浅漬け ポテトサラダ

ミルク 麦茶 アイスクリーム 麦茶 牛乳

マカロニあべかわ あんだんご クラッカー チヂミ カスタードパン

21 22 23 24 25 26

牛乳 牛乳 牛乳 麦茶 麦茶

海藻チップ アーモンドカル ジャムパン ふかしじゃがいも 枝豆

ハヤシライス 七分付米 七分付米 七分付米 七分付米 きつねうどん

いわしのつみれ汁 みそ汁 玉ねぎスープ みそ汁 麦茶

大根サラダ 中華サラダ ひじきの炒め煮 鮭のムニエル レバーのバーベキューソース煮

福神漬け 昆布の佃煮 果物 野菜ソテー 野菜サラダ

麦茶 ミルク ミルク 麦茶 牛乳

田舎蒸しパン ハムチーズロール ピーナツクッキー フルーツ寒天 ホットケーキ

28 29 30

牛乳 牛乳 牛乳

かりんとう ビスケット 乾パン

七分付米 七分付米 七分付米

ポトフ みそ汁 玉子スープ

じゃこサラダ きびなごフライ 麻婆豆腐

のりの佃煮 野菜サラダ フルーツヨーグルト

ミルク 麦茶 ミルク

もちもちパン みたらしだんご かむかむラスク

3時のおやつ

朝のおやつ

6月の行事予定

 
給
　
食

※　朝のおやつ及びご飯は、ばら、さくらぐみのみです。
※　ひまわり、すみれぐみは、毎日（月～金）ご飯、お箸を持たせて下さい。土曜日は、お箸のみ持たせて下さい。
　　ただし、お誕生会は、完全給食となりますので、お箸のみ持たせて下さい。
　　メニューによって必要な時は、スプーンを持ってきてもかまいません。

4日　　虫歯予防デー（かみかみメニュー）
8日　　クッキング（すみれぐみ）
16日　お誕生会
20日　父の日
25日　クッキング（ひまわりぐみ）
30日　キッズサッカー
　
※　田植え体験


