
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

  

 

  

 

 
 

 

９月号 

担当 集 ひかり 

 

今月の食育目標 

サイホージ・・・正しい箸の持ち方を意識し、実践する。 

トーキョー・・・正しい箸の持ち方や、スプーンの持ち方を意識して食べる。 

ニューヨーク・・苦手な食材も食べてみようとする。 

ロンドン・・・・お皿に残っている食べ物を集める。 

パリ・・・・・・食事の姿勢に気を付ける。（いすにしっかりと座る） 

８月の食育活動 

 

非常食は用意していますか？ 

９月１日は防災の日です。台風など災害が起こった

ときは、電気・ガス・水道が止まるなど、ふだんの

生活ができなくなる可能性があります。水やアルフ

ァ化米、レトルト食

品など、最低 3日分

の非常食を準備し

ておきましょう。カ

セットコンロがあ

ると調理にも便利

です。 

和の調理料を使うコツ 

酢 

酢は穀物や果実など、糖質を含む食材が原料の発酵

食品です。酸味があり、料理に使うと殺菌・防腐や

食欲を増進する効果があ

ります。食べものが傷みや

すく、食欲が低下しがちな

夏に欠かせません。肉や魚

の骨をやわらかくする、素

材の色を保つといった効

果もあります。 

ニューヨークの子どもたちが 

きゅうりとなすの収穫をしました！ 

たくさん収穫できましたよ～☆ 

 

 

大きな 

きゅうりに 

驚いているよう

です…。 

収穫したら 

給食室に 

届けてくれます。 



- The News Restaurant Milanese PSYHOUJI - 
中央保育園 西方寺 献立予定表 [ミラネーゼ] 

９月  

日 曜 行事 未満児おやつ 昼食（副食） 3 時のおやつ 

１ 火  牛乳 ひねり揚げ 魚のみそマヨ焼き ごぼうサラダ みそ汁 牛乳 キャロットケーキ 

２ 水  牛乳 クラッカー オムレツ さつまいもサラダ みそ汁 牛乳 フレンチトースト 

３ 木  お茶 ビスケット 鶏のみそ焼き 春雨の酢の物 すまし汁 お茶 フライドポテト 

４ 金  牛乳 せんべい タコライス マカロニサラダ スープ 牛乳 お麩ラスク 

５ 土  牛乳 ビスケット そぼろご飯 みそ汁 果汁 ヨーグルト ビスケット 

６ 日     

７ 月  牛乳 野菜ステック 松風焼き きんぴらごぼう みそ汁 牛乳 黒糖蒸しパン 

８ 火  牛乳 乾パン 豚汁 ひじき煮 きゅうりの浅漬け 牛乳 ピザトースト 

９ 水  お茶 小魚チップ 鮭のねぎみそ焼き 五目煮豆 すまし汁 お茶 ゼリー せんべい 

１０ 木  牛乳 サブレ 筑前煮 わかめの酢の物 みそ汁 牛乳 ヨーグルトケーキ 

１１ 金  牛乳 せんべい ﾚﾊﾞｰのＢＢＱｿｰｽ スパゲティサラダ みそ汁 牛乳 黒糖だんご 

１２ 土  牛乳 ビスコ やきそば たまごスープ 果汁 バナナバームクーヘン 

１３ 日     

１４ 月  牛乳 ウエハース タイピーエン 切干大根煮 梨 牛乳 グラノーラクッキー 

１５ 火  牛乳 かりんとう 鶏の照り焼き 野菜のごまマヨ和え みそ汁  牛乳 メロンラスク 

１６ 水  お茶 ビスケット けんちん汁 納豆和え 手作りふりかけ お茶 マカロニあべかわ 

１７ 木  牛乳 丸ぼうろ 親子丼 ポテトサラダ 果物 牛乳 炒り大豆 いりこ 

１８ 金  牛乳 豆乳クッキー 魚のフライ 野菜サラダ みそ汁 牛乳 バナナ クラッカー 

１９ 土  牛乳 せんべい 五目ピラフ スープ  スポロン ドーナツ 

２０ 日     

２１ 月 敬老の日    

２２ 火 秋分の日    

２３ 水  牛乳 ポンスケ 魚の西京焼き 野菜のごま和え かき玉スープ 牛乳 蒸しパン 

２４ 木  お茶 英字ビスケット 麻婆豆腐 ナムル わかめスープ お茶 きなこ団子 

２５ 金 お誕生会 牛乳 たまごクッキー お楽しみに・・・♪ 牛乳 ケーキ 

２６ 土  牛乳 せんべい チキンライス みそ汁  果汁 サッポロポテト 

２７ 日     

２８ 月  牛乳 ウエハース カレーライス 野菜サラダ 果物 牛乳 ホットケーキ 

２９ 火  牛乳 サブレ 魚のムニエル れんこんサラダ みそ汁 牛乳 ジャムサンド  

３０ 水  お茶 ロールパン オランダ揚げ 野菜サラダ すまし汁 お茶 ヨーグルト ビスケット 

      

ごっくん期（５～６ヶ月） 

やわらかく煮てすりつぶしたもの 

もぐもぐ期（７～８ヶ月） 

舌でつぶせる豆腐のかたさ 

かみかみ期（９～１１ヶ月 

歯茎でつぶせるかたさ 

※離乳食はお子様の進み具合に合わせておかず、おかゆに調理します。 

※朝おやつは、３歳未満児のみです。※お誕生会もお箸とスプーンを使います。 
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