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 ÷～今月の目標～ + 
朝晩は､秋を感じさせる風になってきましたが､まだま

だ日中は､残暑の厳しい日もありそうですね｡ 包

夏の疲れ力i出てくるこの時期､まずはゆっくり休むこと +
が大切です｡早めに就環して疲れをとり､朝こはんをしっ
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※保育園では､様子をみなからうさぎ組で､11月

スプーン.-おはし 頃からおはしを取り入れていく予定です｡

★手つかみは ｢食べる｣という動作の第一歩です｡

手つかみをたくさん繰り返し､ ｢食べものをロへ

運ぶ｣という動作が上手になります｡


★はじめの頃はスプーンを握るだけなので､この持ち
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今月の予定 

､方が多く しばらくはこの持ち方で食べています｡ 

てンー にも慣れ､上手になっ きて言葉の意味も
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かり食べて､元気に遊べるといいですね｡

16日 :くま組 調理保育軒
 *14-17日 :くま､らいおん組･は 軒 EE :

*18日: *く>
か手つみ
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敬老の日会

′スプーンとおはし
 @
書 ♂"

鳥↓子どもはそれぞれの段階を経て､成長していきます｡
ス1-ンガ,tからE:eれ号0歳児は離乳食が後期の頃から､食べ物に興味を持ち出し

自分で食べた力り ます｡始めは手つかみ､そしてスプーン
U ス1-ンガ (下から)持てろ 

vv
 え杏Eで
が鑑:y
TIらa:讐v57-
が食事の道具として使用されるのは､1歳半～2歳前半に
かけてとも言われています｡

また､箸を使用するようになるのは､一般に3歳を過ぎ
く

ク
てからと言われています｡ (もちろん個人差があります)

美しい箸プかいは､料理が食べやすいだけでなく､ほかの人にもよい印象を
与えます｡逆に箸が上手に使えないと､食べ物をこぼしてしまったり､他人に
不快なED象を与えてしまいます｡ですので幼児期に､お箸や食事のマナ-を身

わかるようになってきたら ｢こう持ってみようね｣ につけたいですね｡
と声をかけて､ときとき(図(謬)の持ち方に変えてみ マナーのお手本は,まずは身近な大人です｡保護者や周りの大人が正しい食
ます｡ 訂 JJ

tw'｣!

L= べ方をしていれば､子どもは自然にそれをまねしてくれます｡そのためにも､
*この頃に無理に箸を持たせると握り箸のままになっ / ｢孤島｣は避けたいものです｡みんながそろて楽しく食べながら､自然に食事,.

てしまいからです｡ のマナーが身につくと本当にいいですね

/C .r. 二おはし選び
のポイント

?†i17才lこウ~ 去 こ--★③の持ち方に慣れてきて､ふだんの遊びでも3本の
指でものをつまめるようになってきたら､④の持ち 組さ
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箸にチャレンジ中でも､方をうながしてみます｡ 先月は,子ともたちが育てたヨー
ヤ､オクラ､トマト､小カフがまた､大人の箸に興味を持つようでしたらスプーン その日の子ともの様子や

大食べ物の種類 ･大きさな ｢持ちやすくつかみやすい.チど缶と一緒に著も置いてみます｡ 稚Jとれだての枝豆は､その 次々に収穫できました｡ゴーヤは､油
とによって､うまく使え

日のうちに茄で､全園児のお でカラリと矧ナて塩を少々ふったコ-の小さな手に合ったもの｣が､子ども★3本の指でつまむ｡

､r
ず､イライうしているよ のおはし丑Elのポイントとなります｡

鵬
やつになりました｡とれたて ヤチップに｡オクラは茄でてサラタや
の味は格別 lまた､次の日に スープに｡トマトはそのままガプリ!うでしたら､スプーンや おはしの長さの目安としては

小カフは､さっと転でて塩味で食べまフォークをすすめてみま して食べまし★箸をときとき持たせてみます｡お気に入りの絵かつ 6.倍く
らい｣｡材文は竹など滑りにくい兼材 きくなった野菜を収穫して食べるとい

とひとさし指の先を広Uた1 した｡項を植え､水をあげて育て､大いたものや､色つきのものを用意して､興味を引か す｡楽しく食べることが

せるのも良い方法です｡ 大切です｡
う体験ができ､子ともたらにとってもJ:のQIが良いでL う｡ 
大きな収樺になったことでしょう｡
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1/火界帯ロール/Tンめかじきの変り焼き
クリーンサラダ
トマトシチュー
クレープフルーツ ⊂一一ルパ ン

乾燥マ ッ シ ュ ポ テ ト

なたね 油

じゃが い も

照塩/て夕 - ,薄 力 粉L.;､.-- .; = .､
めか､じき圭一つねヽめ

腰モモ肉
力ヽつおlSllL'

レタスきゅうり

にんにく
しよう力T.入野
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16/こ ra んa 肉 の み そ 焼 きじ ゃ が 芋 の き ん ぴ ら

水碕tIと 如 LIン革 の ご ま 和え宴Etと な め こ の 時 叫 汁●l

水稲蝦抱く持El米Iごま油じゃがいも

なたね油 .碕甘
三温糖 .すりこま

鶏モモ内木綿豆腐ヨーD-A'卜

焼き廷 (野菜入り)

こほうにんじさやいんんげん 

ほうれんそう
玉葱 .LfJ:めこ蜜ねぎ ●型 

:ゴーワIレ卜松菓子
軍打て朝一丁¥Cr～-…L"-一一

2/水こはん一手作りふりか､け
中華卵風キ入り転チチャンンフルー
ミニトマトカフとえのさのスープオし㌧′tt) 

3/木 あん訓丁やきそぼポテトワラタ中蕉風コ-ンスープ

バナナ

4/金 こ一才んさわらの香味焼き

五色3k
おひたし
大損の昧叫汁

水稲恰 m l帝 白 米 )

し(こ い り )まま油

なたね 油焼きふ 【五 ふ )rJJコJT ､ソ ト 

帝し 中 華 め ん

なた ね 油こま 油 .三温 糖

かたく り 粉

じゃ力Tいも .押 し安7k悶一灯九一flIF∃.舶 l

水稲較fn(精白米)三温糖

ごま(すりごま)
ごま油 .こんにゃく
なたね油 

うり媒)んじゃこ

力ヽつお節あおのり

鶏モモ肉たまご
∃-ケんト 

豚モモ閃うずら卵 (zk煮缶拓)プロセスチーズ

たまご

ベーコン

さわら焼きT1指

かつお節
油揚げ
/TJL'メサンチーズ

重層 _

にんにく .≡_ト朴生草 .かTS;.カフ~葉

にんじん .えのきもやし

しようかt干し柁首にんじん ..たけのこ(小松菜ゆで卜 ねぎ

玉思 .きゅうり .モ竹

はくさい .りんこ 

しようU ,いん17んねぎ .こまつな

にんにく .きゃベつ
こコまう .だいこん
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17/木 ジャ ー ジ ヤ - ii
れんこ ん t}う 夕

チッ1-ン菜 と は ん ぺ ん のス-フ'

バナナ
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お吸い物
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蘇し中華旺)んなたね油

こま油

≡温特かたくり粉,I-ま .f一FjjIE

水稲I安和(精白米)
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なたね油
薄力粉 .焼き転
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じゃがいも
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玉葱 .rCけのこ干し椎茸 .ナンケン菓バナナ 

にんじん .小松菜 蛋品r'競,7雷管

干し椎茸 .みつば
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7/月 クリ-ムライス (麦販)

大根とツナのサラ夕
わかめス-プ

メロン 水栢投打tFI白米)

おおむき(押要)
なたね油 .ごま油
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水稲般7ntflE]米)水稲椴松 (もら紫) 

E]本<'り .三鬼瀬
カヽたくり粉 .オ屯
薄力粉 .築fI油
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こfL,ふ
かつお厄
生沌r1.たまL= しょうが .B雫だいこん .にら

にんじん .玉ねぎ
ごぼう
干し椎茸 

● 一 
牛乳 (乳児)軍部て勿l丁字ロー~~~"~一一~~ー"

ポテトコロッケ
リンコワラ夕

じゃがいも
なたね油

脱脂粉乳
たまご

玉石 .セロリ-
きゅうり

せんべい
牛乳 (乳児)

2 こぼん .網豆
aと相異の.I物メ

水稲帆 lFI白米)
なたね油I

糸引押i豆
aモモ肉生

こほう .きゅうり 
にんじん .小松菜rL - ね 

■牛乳 -

8/火 ライ麦JTン
ミネスト□-辛オレンジ

ライ麦パン
蒋力JTン扮扮【生) 

学事Uき肉
<こ-コン

にんじん .若やへつ
り し ト朴y1-にんんにく1rノ付 ..lqEPうy11-ユ 
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/土 さゆつりと和 の酢の物す まし汁♯ さとしも三温糖クロワプサン わかめ木綿豆耳 んしん ,玉たけのこ干し椎茸 ぎ 革質て勤~-/苧CT一~…~一J--~一" 

9/水 こlaん

めだいの西京焼き
切り干し大根の抄め兼

オクしま和えラと生7%Jj'の味qr汁･L 水相野m(輔白米)

三温糖
なたね油

｣ま(すりしま)ビスケット めたい 

さつま71け
三由措け

生花l1プロセスチーズ L/よう力▼.もやし

にんじん .オクラ
切干しだいこん

干し稚I .玉ねぎさやいんげん チ-../く

ビスケット(全佃粉)
牛乳 (乳児)

:打て旬~:-封｢~""-~ー
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月

カ レ ーライス (麦販)
ヒシ キ入り千切りサラダ冬 瓜 のスープ

ク レ ープフルーツ

水稲穀m FIEj米 )おおむぎーー押麦)なたね油 .三温糖

じゃがいも .ごま 油挿塩バターー■力ht 

豚JI閃脱脂粉乳プロセスチーズ

ひじきかつお帝 .豆乳

にんにく 大将しょうが ..フ●D7コリー玉葱 .きゅうり 

にんじん ,JJl恐トマト缶 .とうがん

-. =V.a牛乳 (乳児)

宇野~て萄~.--軒)-ー-l一一~…=

イ0/木 魚きうどん

しぽっサつ夕たまこスープ

バナナ うどん(ゆで1な ね油とうもろこし(冶BF)ごま(い )かたたく りり粉
きつ;壬等 ,,--ま

豚モモ閃

かつお貯/11ンレスハム

木綿豆鹿たまこ
暑二一-, 

にんじん玉愚 .きゅうりキャベツ .にらi書ビ-マン ･:【 -

牛乳

-a-て蘭-T耶 ~~--"---~
2/ チ -スワンド虹 のこまマヨネ-ス焼マ 力D二ウインナ ソテー

イタリアンスープ
班 バナナ

ZlJTンリフトタイフマーカ lこまーすりこま)

マ力□~ .〕-ツなたね油 ,/てン扮
f▲F∃姿 .押1,君 

プロセスチ-スしろさけウインナー

ベーコンrCまこ .搾挽き肉

えのきたrTぽんしめじ玉葱 .きゃべつ

jIピーマンにんにく .バナナ 

ミ一･.卜ブイ/く牛乳 (乳児)

牢常て朝-:一部)一一一~~""ー~

ll/金 レそひじき｣はん歪月入り松風焼き

九百 (金時豆)
小松菜と白菜のおろしあえ
すまし汁
bllどう (巨岬) 

12/土 こはん

★魚 (茄子の昧qさは)r抄め

Er和え豚肉と大根の味Dt汁njL.,JJ-

1/ ql甘こはん沸け政子かぼちゃの甘兼

しらす和え月 モロヘイヤスープ
オLJ二ノり

水稲野戦1(Ff白米)パン粉(生)

三温糖
ごま(いり)
焼きふ【tR世′SJ
i/T>

水相投虹(楕白米)

三温糖なたね油

水稲投打t71白米)きび.あわ押し麦.J2子の皮

片栗粉.こま忠蕪fE油.三暴虎
スパ′ナ手イ 

ひじaひきき肉

木綿豆月
たまご .かつお節
いんげんまめ(戟)
牛乳

まさば

きざみのり豚モモ肉

豚ひき閃Lbす干し木▲一歪再

ベーコン

ねぎ 白菜 .六絹玉漕 ..えのき

にんじん .JJl松葉
干し椎茸 ,みつは
さやいん(1ん 一ぶとう 
みカヽんジュース 

しよう力T

にんじんなす .大横

さやいんげんはくさい 

玉7El刀､Iきちやキャベツ .人昏ねぎ ..小松菜

にら .もやし .生麦にんにく .モロヘイヤ

､ヾ牛乳牢打て葡一:釘 I-～ --~~

野菜ドーナツ

牛乳 

-打て闇-T耶 ""-Nーr~ 

牛乳 (乳児)

:打て切｢-耶ー~~-~~~-～

3 赤飯 水和穀和(frE]米) ささET(舵) LcEう7)～.みつrg お虻芸 L騒

為の竜EEI措け 水稲蝦粒 (もち米) 軸モモ殉 れんこん .えのき 

/ れんこんのきんUb しま(いり) きざみのり にんじん ,玉ねぎ 
r3うれん早と]-)の由和え かたくり粉 .〕づ 木綿歪月 ほうrLんそう

水 すまし汁 なたね油 .三温満 みかん缶 .パイン缶 牢乳 (劫 ,臥)

く平均摂RI>*3暮兼#児 :574kcal*3iL以上児 :650kca) ※献立は材料の都合により変更する場合があります 

7T鷺】艮 糾 艮 Z=7T

今月､4､5歳の保姓者の万を対象にした試食会を､14日-17E]に実施さ
せていただき､多数の万の参加を予定しています○お忙しい中ですが､子とも
たちが毎日食べている給食の味を知っていただけたらと思います○ 
(申し込みは8月中に終了しました) 
*各日とも12:00-各クラスにて (持ち物は特にありません)

1/ フラン1爪'ソー.y▼血.7-甘 lrJ)サーモンのク タン人参ト̀LJブシン9'サララダ

ひじきのスープ

フランスパンいちごジャム(債塘ソフトタイプマ一刀l

なたね油

さfT牛乳 一たまごフ○セスチ-ス

かに風味かまぼこ

玉石 .ほうnん宇に じん .ほんんしめじきゅうり

フoツコリー 

刀つノル7円7~卜牛乳 (乳児)

~打て切ー:一耶…J～I---
智 き挙で塾‥.=''･1--5暫きざて塾:'''&電)きざ% -'::::a 




