
幼児食こんだて
令和3年

※靡・貴・緑の食ぺ物のグルーブ分けは、6つの基棗食品（厚生労〇省）と、食ぺ物の3つのはたらき（文部科学省）をもとにしています。

羞
日

おやっ おもな材料（昼食）
日

おやつ おもな材料（昼食）

献立名 午前 (1 ·2歳児） あり9 きいろ みどり 献立名 午前 (1 ·2歳児） クー； c
児
•i 

・いる みどり
曜 午後 (1~5歳児） 血や肉・骨 熱や力と 体の間子を 曜 午後 (1~5歳児） 血や究・令 熱や力と 体の訊子を

となる なる よくする となる なる よくする
麦ごはん 納豆みそ せんぺい 00きわり納豆 精白米 ねぎ あわごはん みそ汁 バナナ 嗜彙 精白米 バナナ

1 ----------------- 豚三枚肉 ▲強化麦 大根
15 ·----------------- 鶏ささみ あわ サラダ菜

沖縄風煮つけ ◇厚揚げ 昆布 揚げ魚のケチャップあん しらす干し 糸こんにゃく
くずもち 竹小町 しめじ バナナの蒸しパン わかめ 人参

ほうれん草炒め ミルク ツナ缶 人参 こんにゃくのソテー 桃缶 ミルク
＊スキム Hコーン缶

火 ◇油揚げ ほうれん草 火
小松菜

みそ汁 ネーブル
＊スキム•ルク Hコーン缶 きゅうりの甘酢あえ きゅうり

白菜 えのきたけ
麦ごはん 冬瓜汁 せんぺい 蒻もも肉 精白米 玉ねぎ 麦ごはん ひきわり納豆 パナナ ◇ひきわり納直 精白米 ねぎ

2 ----------------- ● 舅 -.強化麦 キャベッ
16 ----·-·------------ 鶏もも肉 ▲強化麦 たけのこ

チキン照り焼き バナナ ＊ポーク缶 ▲魅 人参 鶏肉さっぱり煮 豚薄切り肉 春雨 人参
蒸し芋 ◇絹ごし豆腐 さつま芋 パナナ 人参蒸しパン いんげんまめ キャペッ

魅ーチャンプルー ミルク わかめ もやし 春雨の中華炒め ミルク もずく しめじ

水
＊スキムミルク ビーマン

水
＊スキムミルク えのきたけ

ブロッコリー ブロッコリー
もずくスープ ネーブル ねぎ

とうがん ネープル
三色ごはん りんご 鶏ひき肉 精白米 人参 あわごはん りんご 嗜彙 栢白米 人参

3 ----------------- 豚ひき肉 じゃが芋 小松菜
17 ·----------------- 干ひじき あわ パナナ

ゴマじゃが ツナ缶 ◇枝豆 魚の照り焼き 豚汁 竹小町 じゃが芋 ー-フ-
ミニキャロットサンド ＊スキム1レク えのきたけ フルーツゼリ ー ◇油協げ ブロッコリー

枝豆(3歳クラス～） ミルク 小松菜 ひじきの五目煮 バナナ せんべい 豚薄切り肉 大根

木
ネーブル

木
干しいたけ

みそ汁 ネーブル 人参 ブロッコリー 麦茶 人参
ねぎ

沖縄そば せんぺい 豚二枚肉 ▲沖縄そば 刻み昆布 あわごはん 納豆みそ せんぺい ◇ひきわり納豆 精白米 ねぎ

4 ----------------- 丸かまぽこ 緒白米 切干大根
18 . ----------------- ツナ缶 カルライナス 糸こ

玉
ん

ねにぎ
ゃく

切干大根のゴマ酢あえ 烏ガラ 人参 肉じゃが 豚薄切り肉 あわ
小松菜と鮭のおにぎり 鶏ささみ きゅうり ボップコーン ◇油揚げ じゃが芋 人参

パイン缶 変茶 鮭フレーク ごぽう ほうれん草のなめたけ和え ミルク わかめ とうもろこし GP 

金
パイン缶 金

＊スキム量ルク しめじ
小松菜 みそ汁 りんご ほうれん草

えのきたけ
ハヤシライス パナナ 豚薄切り肉 緒白米 バナナ タコライス バナナ 屁ひき肉 精白米 玉ねぎ

5 ----------------- ▲強化麦 玉ねぎ
19 ·----------------- あおさ カルライナス 人参

りんご 人参 あおさ汁 ◇絹ごし豆腐 ●＊ウエハース レタス
今川焼き マッシュルー しらすおにぎり トマト

変茶 ム缶 桃缶 麦茶 桃缶
土

GP 
土

パナナ
ホールトマト

缶 食育の日

あわごはん りんご ◇絹ごし豆腐 精白米 生しいたけ あわごはん りんご ◇絹ごし豆腐 精白米 なす

7 -------·---------- 豚ひき肉 あわ 人参
21 ·----------------- 豚ひき肉 あわ 玉ねぎ

麻婆豆腐 みそ汁 もずく さつま芋 玉ねぎ 麻婆なす 春雨スープ しらす干し とうもろこし 人参
スィートポテト

＊
◇
ス

油
キム
揚

む
げレク たけのこ ゴマ菓子 わかめ 春雨 きゆうり

もずくの酢物 ネーブル ミルク
一-つ-

きゅうりの甘酢あえ ミルク 豚薄切り肉 コーンフレーク たけのこ（水

月
きゅうり

月
＊スキム•り 煮）

かみかみごぽう ごぽう 蒸しとうもろこし 桃缶 白菜
大根 桃缶

チキンカレー （レバー入り） せんぺい 鶏もも肉 精白米 人参 ごはん すまし汁 せんぺい 鶏もも肉 精白米 玉ねぎ
豚レバー じゃが芋 玉ねぎ

22 
.11f! きゅうり漬

8 -----------------
ツナ缶 GP 

. -----------------
竹小町 物ピクルスキャベツのツナあえ ホットケーキ ＊スキムi.Jレク ピーマン チキン南蛮（タルタルソース付き） 焼きドーナッツ わかめ サラダ菜

すいか ミルク キャベッ きんぴらごぽう ミルク
＊スキムヽルク ごぽう

火
きゅうり 火

人参
バナナ スライストマト りんご 糸こんにゃく
バナナ ーラ

ごはん バナナ 豚薄切り肉 精白米 赤ビーマン あわごはん りんご さんま開き 精白米 キャベッ

， -------·---------- しらす干し カルライナス 玉ねぎ
24 ·----.. ------------

＊ポ
●

ー卵ク缶
あわ 人参

豚肉しょうが焼き わかめ ▲そうめん トマト さんまのかば焼き ▲甦 もやし
きなこクッキー ＊スキム●Iレ きゅうり フルーッポンチ ◇絹ごし豆腐 ピーマン

トマトサラダ ミルク ◇枝豆 人参シリシリー （ゴーヤー入り） Caウエハース
わかめ きゅうり

水
ねぎ

木
しらす なめこ

そうめん汁 ネーブル ネーブル きゅうりの甘酢あえ
＊ス＊ム驀Jレク ねぎ

ネーブル

雑穀ごはん りんご さば 精白米 かぽちゃ スパゲティミートソース せんぺい 牛ひき肉 ▲スパゲティ 人参

10 --·--------------- 豚ひき肉 ▲雑穀 玉ねぎ
25 ·-..--------------- 琢ひき肉 じゃが芋 玉ねぎ

さば竜田揚げ みそ汁 ◇絹ごし豆腐 ブロッコリー
マッシュボテト すいか

嘩
＊粉チーズ マッシュルーム缶

レモンラスク 貪スキム皇ルク とうがん しらす干し ー なす
かぽちゃのそぽろ煮 ミルク ねぎ 枝豆(3歳クラス～）

＊ス牟ム1ルク セロリ

木
パナナ 金 ピーマン

ブロッコリー バナナ コーンスープ ホールトマト缶
6月生まれ認生日会 ◇枝豆

せんぺい ＊ソフール ＊クラッカー
鶏肉のあんかけ丼 バナナ 鶏もも肉 精白米 バナナ

◇ゆし豆腐 干しいたけ
11 -----------------

⑤ 
26 --·--·-------------

ツナ缶 玉ねぎ

ホ弁当会 固形ヨーグルト ゆし豆腐 みそおにぎり 人参
クラッカー パイン缶 麦茶 ねぎ

金 土
Hコーン缶

ねぎ
パイン缶

鶏肉の照り焼き丼 バナナ 鶏もも肉 精白米 人参 カレーピラフ りんご 鶏もも肉 精白米 人参
12 ----------------- ◇絹ごし豆腐 とうがん

28 '----------------- オムレッ じゃが芋 マッシュルーム曇
みそ汁 ねぎ フライドポテト みそ汁 わかめ Hコーン缶

メロンパン パイン缶 もずく入りヒラヤーチー ＊ハム GP 

パイン缶 麦茶 温サラダ りんご ミルク もずく 玉ねぎ
土 月

＊ス牟ム1}レ9 キャベッ
ブレーンオムレッ トマト

プロッコリー

あわごはん りんご 豚薄切り肉 精白米 白菜 あわごはんブロッコリー パナナ 豚薄切り肉 精白米 プロッコリー

14 
竹小町 あわ たけのこ

29 
豚レバー あわ もやし..＿＿-------..------

●卵 人参
. --------·---------

わかめ ごぽう八宝菜 みそ汁 ちんびん ＊ス専ム冨ルク 生しいたけ しゃきしゃき炒め ブラウニー ● 卵 人参
ちくわの磯辺揚げ りんご ミルク えのきたけ レバーフライ ミルク

＊ス亭ムlルク サラダ菜
月

小松菜 火
大根

カリカリきゅうり りんご
大根汁 ネーブル ねぎ- ネープル
へちまどんぶり せんぺい 鶏ひき肉 栢白米 へちま

＊材料、行事、その他の都合により、 献立を変更することかありま<t.
•ーFマ 30 ----------------- もずく じゃが芋 人参

＊食物？しILギー対応食9さ、 医邸の診断雹に茎づも実施しています． もずく酢 粉ふき芋 ピザトースト
呪累魚 ＊食パン 玉ねぎ

＊「離乳食の献立姦」は、 該当者だItにお配りしてい寺..... ＊ハム にら
＊幼児食移行期(I 歳～ 1歳半頃）は、 DJl.D爵力におわせて綱理形想や食材を瞥える場合がおりまit. 魚のみそ汁 ミルク ＊ス鼻ム亀ルク きゅうり

峯23B(＊）檎窯口OBで伶口で書． 水 パナナ
バナナ Hコーン缶． 

ポ7ヲことも園

（作成者）栄養士石嶺梨乃

/．
 

2021年

6月号

季節の変わり目で体力が落ちてくる時期に入りました。

この時期は食中毒に注意しましょう。菌が増えても、食品の味や風味の変化に気づかずに食べてし
まいがちです。①しっかり加熱②できたらすぐに食べる
③冷蔵庫で保存するなど、食品管理に気をつけてください。

6月4 日～ 10 日は歯と口の健康習慣です。虫歯予防のために、カルシウムが多く含まれる乳製品や
小魚、カルシウム代謝を助けるビタミンDが多い椎茸、エナメル質を強化するビタミンAの多い緑黄
色野菜など、意謙しながらバランス良く食べて歯を守りましょう。

憂こg--冤 會でグメー＿唸 ー ：ぷ名庄-N-
＿

→管冤

あ‘ いしく食べるためのむし歯予防

口は食ぺ物を砕いて唾液と混ぜ、胃に

送りこむ一番目の消化器官です。むし

→ 
、 十 歯になるとおいしくものを食べられ

ず、消化にも影響します。むし歯菌が F〉

v 

食べかすから酸を作り、歯を溶かして

起

ぐ
ヽ
•おやつのお菓子などをだらだら食べ

嬰：E詈百：l,;：
菜類

咲
●清涼飲料水など、糖分の多い飲み物 ｀・

＂ら］る戸； ホこ
v

り

置"-

◎=＝瓢大七n さ

食事をするときに 「噛む」ことをどれだけ意識し ， 
臼 ていますか？ 噛むことは食べ物を噛みくだくだ ・

けでなく、身体にうれしいことがいつばいです。
g 

� 0肥満予防 ， 

， 
＠集中カ・記憶カアップ

®むし歯予防 ， 
9 0食べ物の消化 ・ 吸収アップ

9!
’ 

g 
食事の時間が短かったり、せかしたりすると、ど

うしても噛まずに飲み込んでしまいます。食事時 g 

g 間は30分程度とり、「カミカミだよ」 「よく噛ん

で食べるとおいしくなるよ」などと声かけをしな 9 ， がら、よ＜噛む習慣をつけましょう。
9 

2 9 g 9 g g 9 9 9 9 g g 

令

,J 

ポプラこども園
（作成者）栄養士石嶺梨乃
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今月の目標
食中毒に気をつけて

手洗い・消毒を
＇ しっかりしましょう。

令
g
 a

骨や歯の成分であ るカルシウムは、99%

が骨や歯を作っています。残りの 1 ％は、

健康を保つ成分として身体のいたるところ

に分布しています。例えば、O唾液に含ま

れるカルシウムはリンといっしょに歯の表

面に付着し、歯を修復する、◎神経の伝達

を助ける、®筋肉を収縮する、O心臓の鼓

動を一定に保つ、◎止血する、など命に関

わる重要な働きがあります。血中のカルシ

ウムが不足すると骨から補われ、高齢にな
こっそ しょラ

ると骨粗しょう症になる恐れも…。子ども

のときから積極的にとりましょう。

―-/’: 

県内でlさ胃腸炎も流行しています

●感染性胃腸炎➔例年冬場に流行するノロウイルスやロタウイル

ス、アデノウイルス等の感染性胃腸炎です。

ノロウイルスにはアルコ ー ル消毒での効果が期待できません。手

洗いを徹底して、ウイルスを体内に入れないようにしましょう。

また、嘔吐・下痢の症状が見られた場合には必ず医療機関を受診

していただき、集団保育が可能かどうか確認をお願いします。

量冒 9-| 
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ぷ隻


