
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 
 

 

  

 

 

６月号 

担当 宮本 景子 

 

今月の食育目標 

サイホージ・・・・歯磨きの習慣を身につけ、正しい歯の磨き方を知る。 

トーキョー・・・・しっかり座って姿勢良く食事をする。 

ニューヨーク・・・箸、スプーン、フォークを正しく持って食べる。 

ロンドン・・・・・食器を持って食べる。 

パリ・・・・・・・スプーンや手づかみで、意欲的に食べ進める。 

 

 

「バランスのよい食事」の基本は、ごはん・パン・

麺などの主食、汁もの、肉・魚・大豆などを使った

主菜、野菜や海藻などを使った副菜、この４つのお

さらがそろっているも

のです。夏は冷たい麺

だけなど食事のバラン

スが崩れやすくなるの

で、野菜や肉などを添

える工夫をしましょ

う。 

バランスのよい食事とは？ 
主菜 

 
災害時の主菜は、子どもの不安を軽減するためにも、

ふだんから食べ慣れているものを用意しておくとよい

でしょう。常温で保存のきくものには、カレーや丼も

ののレトルト食品、ツナの缶詰などがあります。ま 
た、 豆腐、納豆、チーズなど日々の
献立に使うもので、停電直後にその

まま食べられるものを冷蔵庫に常備

しておくと便利です。 

 

サイホージさんがそら豆

の皮むきに挑戦しました。

皆大きい豆にビックリし

ながらも上手に剥けまし

た。剥いた後は塩茹でして

給食で食べました(^-^) 

http://www.google.co.jp/url?sa=i&rct=j&q=%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%8E+%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiRlLmcy67NAhWBmJQKHamyCRQQjRwIBw&url=http://blog.looktour.net/%E4%BB%8A%E5%B9%B4%E3%81%AE%E5%A4%8F%E3%81%AF%E3%82%A4%E3%82%BF%E3%83%AA%E3%82%A2%E3%81%8C%E7%86%B1%E3%81%84%EF%BC%81%E3%80%80%E3%83%9F%E3%83%A9%E3%83%8E%E4%B8%87%E5%8D%9A%E9%96%8B%E5%82%AC%E3%80%80/&bvm=bv.124817099,d.dGo&psig=AFQjCNHvC2J8luIunaxMOOVtBNhRmLhL1w&ust=1466236472890955


- The News Restaurant Milanese PSYHOUJI - 

中央保育園 西方寺 認定こども園 献立予定表 [ミラネーゼ] 

６月  

日 曜 行事 未満児朝おやつ 昼食（副食） 3時のおやつ 

１ 水  牛乳 ビスケット ドライカレー フレンチサラダ スープ 牛乳 チーズ 野菜かりんとう 

２ 木  牛乳 丸ぼうろ 魚の天ぷら 栄養きんぴら みそ汁 牛乳 蒸しパン 

３ 金  牛乳 海藻バー すいとん汁 きゅうりの酢の物 ひじきの佃煮 お茶 せんべい ヨーグルト 

４ 土 奉仕作業 牛乳 サブレ ぎゅうにゅうパン リンゴ果汁  果汁 ハッピーターン 

５ 日     

６ 月  牛乳 動物ヨーチ 肉じゃが 酢の物 みそ汁 牛乳 クッキー 

７ 火  牛乳 乾パン のっぺい汁 ひじきサラダ バナナ 牛乳 シュガーバタートースト 

８ 水  牛乳 ウエハース オムレツ ごぼうサラダ みそ汁 お茶 ゼリー せんべい 

９ 木  牛乳 小魚チップ そぼろご飯 マカロニサラダ みそ汁 牛乳 ジャムサンド 

１０ 金  牛乳 ボーロ 魚のフライ 野菜サラダ みそ汁 牛乳 牛乳もち 

１１ 土  牛乳 ビスケット 和風スパゲティ たまごスープ 果汁 ベジたべる 

１２ 日     

１３ 月  牛乳 せんべい 五目ビーフン 中華スープ 手作りふりかけ 牛乳 バナナ ビスケット 

１４ 火  牛乳 野菜かりんと

う 

鶏のみそ焼き 五目煮豆 すまし汁 牛乳 お好み焼き 

１５ 水  牛乳 野菜バー オランダ揚げ 野菜サラダ みそ汁 牛乳 ピザトースト 

１６ 木  牛乳 ぶどうクッキ

ー 

魚の照り焼き きゅうりの酢の物 みそ汁 牛乳 蒸しパン 

１７ 金  牛乳 サブレ 豚のしょうがやき サラダ みそ汁 牛乳 ラスク 

１８ 土  牛乳 ビスケット 豚丼 みそ汁 果汁 ゼリー せんべい 

１９ 日     

２０ 月  牛乳 クラッカー チンジャオロース わかめスープ 浅漬け 牛乳 ホットケーキ 

２１ 火  牛乳 動物ビスケッ

ト 

きびなごのフライ ポテトサラダ みそ汁 牛乳 マカロニあべかわ 

２２ 水  牛乳 ステックパン ホイコーロー きゅうりステック かきたま汁  牛乳 フレンチトースト 

２３ 木  牛乳 せんべい 親子丼 春雨サラダ バナナ お茶 チーズ クラッカー 

２４ 金 お誕生会 牛乳 乾パン お楽しみに・・・♪♪ 牛乳 ケーキ 

２５ 土  牛乳 ビスケット 冷やしうどん ふりかけご飯 果汁 パン 

２６ 日     

２７ 月 
 

牛乳 丸ぼうろ 魚のみそマヨ焼き 野菜のごま和え すまし汁 牛乳 チーズ蒸しパン 

２８ 火  牛乳 野菜ステック マーボー丼 バンバンジーサラダ 中華スープ 牛乳 じゃこトースト 

２９ 水  牛乳 ひねりあげ 鶏のグリル焼き 酢の物 みそ汁 牛乳 パイナップルケーキ 

３０ 木 プール開き 牛乳 せんべい カレーライス スパゲティサラダ 福神漬け お茶 フルーツゼリー 

      

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、おかゆ等に調理します。 



※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。 


