
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

       

  

 

  

  

  

 

 

１０月号 

担当 集 ひかり 

 

今月の食育目標 

サイホージ・・・体と食べ物の関係に関心を持ち、なんでも食べようとする。 

トーキョー・・・食べ物を大切にし、感謝の気持ちを持つ。 

ニューヨーク・・三角食べができるようになる。 

ロンドン・・・・収穫の秋を知り、感謝の気持ちを持つ。 

パリ・・・・・・苦手な食べ物でも少し食べてみる。 

９月の食育活動 

 

秋に収穫されるさつまいもやきのこ

類は食物繊維が豊富です。食物繊維

には、水に溶ける水溶性食物繊維と、

溶けない不溶性食物繊維とがあり、

ほとんどが消化されずエネルギー源

にはなりませんが、大腸内で発酵・

分解されると善玉菌が増え、便秘の

改善にも役立ちます。 

食物繊維をとろう 

10月はきのこが旬で需要が高まる時期であること

から、1995 年に日本特用林産振興会がこの月の中

日を「きのこの日」に制定しました。きのこに関

する知識や調理法などが、この時期に PR されて

います。旬のきのこ料理をたくさんいただきまし

ょう。 

10 月 15日は 
きのこの日 

今日は何の日？  

９月は葛渡にある亀齢畑に落花生の収穫へいってきました！ 

落花生の名前の由来は花が落ち、子房柄（しぼうへい）が土の中に潜っ

て実を付けることから名付けられました。ピーナッツとも呼ばれます。 

たくさんとれたよー！！ 



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

１０月  

日 曜 行事 未満児朝おやつ 昼食（副食） 3 時のおやつ 

１ 木 十五夜 牛乳 せんべい けんちん汁 さつまいもご飯 お茶 月見だんご 

２ 金  牛乳 ポップコーン 豚肉の生姜焼き 千切りキャベツ みそ汁 牛乳 きなこクッキー 

３ 土  牛乳 ビスケット 炊き込みごはん みそ汁 果汁 ヨーグルト せんべい 

４ 日     

５ 月  お茶 ｶﾙｼｳﾑせんべい カレーライス マカロニサラダ 福神漬け 牛乳 さつまいも蒸しパン 

６ 火  牛乳 ウエハース ミートボール 野菜のごま和え かきたま汁 お茶 黒棒 チーズ 

７ 水  牛乳 えびせん 鶏の照り焼き かぼちゃサラダ すまし汁 牛乳 ジャムサンド 

８ 木  お茶 丸ぼうろ 筑前煮 春雨の酢の物 みそ汁 牛乳 豆乳もち 

９ 金  牛乳 バナナ 白身魚の甘辛からめ 野菜の煮物 みそ汁 お茶 お好み焼き 

１０ 土  牛乳 ビスケット 具だくさんみそ汁 ごはん ふりかけ スポロン ゼリー せんべい 

１１ 日     

１２ 月  お茶 野菜バー そぼろご飯 野菜の磯和え みそ汁 牛乳 もちもちパン 

１３ 火  牛乳 乾パン 豚汁 ひじきと切干大根のサラダ 納豆 お茶 チーズ せんべい 

１４ 水  牛乳 クラッカー ﾚﾊﾞｰのもみじ和え 手作りふりかけ みそ汁 牛乳 ラスク 

１５ 木  お茶 小魚せんべい クリームシチュー アーモンドサラダ  牛乳 コーンマヨパン 

１６ 金 お誕生会 牛乳 ラスク お楽しみに・・・♪ 牛乳 ケーキ 

１７ 土  牛乳 せんべい チキンライス やさいスープ 果汁 ベジたべる  

１８ 日     

１９ 月  お茶 かりんとう 魚の照り焼き 五目煮豆 みそ汁 牛乳 バナナケーキ 

２０ 火  牛乳 たまごボーロ 麻婆豆腐 春雨サラダ 中華スープ お茶 みたらし団子 

２１ 水  牛乳 ステックパン だんご汁 白和え 手作りふりかけ 牛乳 黒糖お麩ラスク 

２２ 木  お茶 せんべい ささみのレモン煮 野菜サラダ みそ汁 牛乳 ヨーグルトスコーン 

２３ 金  牛乳 ウエハース 親子丼 マカロニサラダ りんご 果汁 ビスケット 

２４ 土 運動会(予定) 果汁 ビスコ 

 

 

２５ 日     

２６ 月  お茶 ｶﾙｼｳﾑせんべい ハヤシライス コールスローサラダ ミニゼリー お茶 ヨーグルト せんべい 

２７ 火  牛乳 バナナ きびなごの磯辺揚げ 切干大根煮 みそ汁 牛乳 クッキー 

２８ 水  牛乳 アスパラガス 肉じゃが 春雨の酢の物 みそ汁 牛乳 いも天 

２９ 木  お茶 野菜かりんとう 鶏のみそ焼き れんこんきんぴら すまし汁 牛乳 ジャムサンド 

３０ 金 秋の遠足 牛乳 ビスケット お弁当・水筒の準備をお願いします。 遠足おやつ 

３１ 土  牛乳 せんべい サンドイッチ （たまご・ツナ）牛乳 果汁 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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