
※都合により献立、材料を変更する場合があります。

　　詳しくは、給食室までお尋ねください。
３歳未満児

追加献立

1 15 29 月
麦ごはん
大豆と豚肉の黒酢煮
卵とトマトのかき玉汁

スキムミルク
米粉の人参
     　　   おやき

牛乳
せんべい

牛乳 豚肉 だいず 鶏卵
鳥がらだし 脱脂粉乳
豆乳 寒天

せんべい 精白米 麦
植物油 砂糖(三温糖)
片栗粉 ｸﾞﾗﾆｭｰ糖 水あ
め 米粉

ごぼう にんじん 根深
ねぎ さやいんげん しょ
うが ﾄﾏﾄ たまねぎ 青
ねぎ 干しぶどう

2 16 30 火

麦ごはん
すまし汁
鶏のガーリック焼き
小松菜ときのこのごま和え

スキムミルク
きな粉よせ

牛乳
バナナ

牛乳 木綿豆腐 塩わか
め かつお 昆布だし 鶏
もも かつおだし 脱脂
粉乳 寒天 きな粉 豆乳

精白米 麦 すりごま 砂
糖(三温糖) 上新粉 黒
砂糖

ﾊﾞﾅﾅ  こまつな にんじ
ん もやし しめじ 生しい
たけ

3 17 水
麦ごはん
あじさい揚げ レタス
じゃがいものみそ汁

豆乳
ひじきの
クッキー

牛乳
３日お菓子
17日パイン缶

牛乳 白身魚（角切り）
鶏卵 厚揚げ 煮干しだ
し 米みそ 麦みそ 豆乳
ひじき

精白米 麦 小麦粉 揚
げ油 じゃがいも いりご
ま 黒砂糖 ごま油 植物
油

ﾊﾟｲﾝｱｯﾌﾟﾙ(缶) ｺｰﾝ，
ﾎｰﾙ にんじん ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰ
ｽ ﾚﾀｽ たまねぎ 青ね
ぎ

4 木

パン
鶏肉と南瓜のｶﾚｰｸﾘｰﾑｼ
ﾁｭｰ
じゃこサラダ

スキムミルク
オレンジ
かりんとう

牛乳
お菓子

牛乳 鶏肉 鳥がらだし
脱脂粉乳 しらす干し

お菓子 ﾊﾟﾝ 植物油 ﾊﾞ
ﾀｰ 小麦粉 砂糖(三温
糖) ごま油 ｻﾌﾞﾚ

かぼちゃ たまねぎ に
んじん ｾﾛﾘ- ｷｬﾍﾞﾂ
きゅうり ｵﾚﾝｼﾞ

5 19 金
麦ごはん
豆腐と豚肉のみそ炒め
野菜の卵スープ

スキムミルク
レーズン
　　　スティック

牛乳
メロン

牛乳 豚肉 木綿豆腐
米みそ 鶏肉 鶏卵 か
つお 昆布だし 脱脂粉
乳

精白米 麦 植物油 片
栗粉 小麦粉 砂糖(三
温糖) ﾏｰｶﾞﾘﾝ

ﾒﾛﾝ たまねぎ にんじん
ﾋﾟｰﾏﾝ こまつな 乾しい
たけ 干しぶどう

6 20 土
シーフードスパゲティ
飲むヨーグルト

牛乳
お菓子

牛乳
もも缶

牛乳 ﾍﾞｰｺﾝ いか えび
あさり水煮(缶) 粉ﾁｰｽﾞ
ｺﾝｿﾒ ﾄﾞﾘﾝｸﾖｰｸﾞﾙﾄ

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ 植物油 お菓
子

もも(缶) たまねぎ にん
じん ﾋﾟｰﾏﾝ

8 22 月

麦ごはん
野菜スープ
魚の塩焼き ソテー
グリーンアスパラとハムのサラダ

スキムミルク
カレーサンド

牛乳
キウイ

牛乳 鳥がらだし 白身
魚 ﾛｰｽﾊﾑ 脱脂粉乳
豚ひき肉

精白米 麦 じゃがいも
植物油 ﾏﾖﾈｰｽﾞ ごま油
すりごま 食ﾊﾟﾝ ｶﾚｰﾙｳ
ﾊﾟﾝ粉

ｷｳｲﾌﾙｰﾂ たまねぎ ﾊﾟ
ｾﾘ ｷｬﾍﾞﾂ にんじん ｸﾞ
ﾘｰﾝｱｽﾊﾟﾗｶﾞｽ 黄ﾋﾟｰﾏﾝ
ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ

9 23 火
麦ごはん
新☆かみかみバーグ  トマト
切干大根のみそ汁

カルピスミルク
バナナ
ポップコーン

牛乳
チーズ

牛乳 ﾌﾟﾛｾｽﾁｰｽﾞ 牛ひき肉 豚
ひき肉 ひじき 油揚げ 煮干しだ
し 脱脂粉乳 米みそ 麦みそ 乳
酸菌飲料

精白米 麦 植物油 ﾊﾟﾝ
粉 とうもろこし

たまねぎ ｺｰﾝ，ﾎｰﾙ
(缶) ﾄﾏﾄ 切干だいこん
なす にんじん 青ねぎ
ﾊﾞﾅﾅ

10 24 水

麦ごはん
わかめスープ
ささみのトマト炒め
大豆のコロコロサラダ

スキムミルク
マーラーカオ

牛乳
みかん缶

牛乳 塩わかめ 鳥がらだし 鶏
肉ささ身（そぎ切り） だいず ま
ぐろ油漬(缶) 脱脂粉乳 鶏卵 ｺ
ﾝﾃﾞﾝｽﾐﾙｸ

精白米 麦 植物油 砂
糖(三温糖) 中華ｽｰﾌﾟ
の素 片栗粉 ごま油 ﾏ
ﾖﾈｰｽﾞ 小麦粉 黒砂糖

みかん(缶) たまねぎ
にんじん 生しいたけ
ﾋﾟｰﾏﾝ ﾄﾏﾄ しょうが
きゅうり

11 25 木
ごまごはん
鳴門煮
すまし汁

豆乳
フレンチドッグ

牛乳
メロン

牛乳 牛肉 いか 厚揚
げ 野菜昆布 煮干しだ
し 豆乳 ｳｲﾝﾅｰｿｰｾｰ
ｼﾞ 鶏卵 脱脂粉乳

精白米 麦 すりごま
じゃがいも 植物油 砂
糖(三温糖) 白玉ふ 小
麦粉 揚げ油

ﾒﾛﾝ しそ葉 こんにゃく
にんじん さやいんげん
しょうが えのきたけ 青
ねぎ

12 26 金
パン
白身魚の焼カレー風
野菜スープ

スキムミルク
白桃ゼリー
クッキー

牛乳
オレンジ

牛乳 白身魚 ﾁｰｽﾞ 鳥
がらだし 脱脂粉乳 寒
天

ﾊﾟﾝ 小麦粉 植物油 ｶ
ﾚｰﾙｳ じゃがいも 砂糖
(三温糖) 缶汁 ｸｯｷｰ

ｵﾚﾝｼﾞ たまねぎ にんじ
ん ﾋﾟｰﾏﾝ ﾄﾏﾄｹﾁｬｯﾌﾟ
ｷｬﾍﾞﾂ ｾﾛﾘ- ﾊﾟｾﾘ 白桃
(缶)

13 27 土
五目うどん
ヨーグルト（固形）

牛乳
ビスケット

牛乳
バナナ

牛乳 鶏卵 鶏肉 かま
ぼこ かつお 昆布だし
含脂加糖ﾖｰｸﾞﾙﾄ

干しうどん 砂糖(三温
糖) ビスケット

ﾊﾞﾅﾅ 乾しいたけ しい
たけだし ほうれんそう
にんじん

木

令和2年度6月献立予定表

黄：熱や力となる 緑：調子をととのえる

☆誕生会☆ ビーフピラフ
鶏のから揚げ
サイコロサラダ
フライドポテト
花麩とわかめの清汁
ゼリー

トロピカル
　　　ジュース

フルーツ
　　ヨーグルト

牛乳
チーズ

牛乳 鶏肉 鳥がらだし  ﾌﾟﾛｾｽ
ﾁｰｽﾞ 牛肉 ｺﾝｿﾒ ﾛｰｽﾊﾑ  塩わ
かめ かつお 昆布だし ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰ
ｸﾞﾙﾄ

 砂糖(三温糖) 精白米
片栗粉 揚げ油 じゃが
いも ﾏﾖﾈｰｽﾞ 花麩

たまねぎ にんじん きゅ
うり しょうが ﾄﾏﾄ じゃが
いも みかん(缶) 黄桃
(缶)

18

赤：血や肉になる日 曜 昼　食 ３時 「歯がどれだけ生えているのか」が噛む力に大きく影響します。

子どもの口の中を観察することが，幼児食を進めるにあたって重要なポイントです。

●子どもの歯の生える時期と咀しゃく機能

１歳頃

・上下の前歯が４本ずつ生え、前歯で食べ物を噛み取り、一口量の調整を覚えてい
く。
・奥歯はまだ生えず、歯ぐきのふくらみが出てくる程度のため、奥歯で噛む、すりつぶ
すものは上手に食べられない。

１歳過ぎ ・第一乳臼歯（最初の奥歯）が生え始める。

１歳６か月頃
・第一乳臼歯が上下で噛み合うようになる。
・第一乳臼歯は噛む面が小さいため、噛みつぶせてもすりつぶしはうまくできない。

２歳過ぎ ・第二乳臼歯が生え始める。

３歳頃
・奥歯での噛み合わせが安定し、こすり合わせてつぶすことができるようになり、大人
の食事に近い食物の摂取が可能となる。

●手づかみ食べについて

手づかみ食べは，自分で食べられるようになる練習であり，赤ちゃんの発育・発達にとって，積極的にさせ

たい行動です。生後９か月頃から始まります。食べ物を触ったり，握ったりすることで，その固さや触感を体

験し，食べ物への関心につながり，自分で食べようとする行動につながります。

手でつかみやすいように，ごはんをおにぎりにしたり，野菜を大きめに切ったりして，子ども用のお皿に

盛ってあげましょう。汁物は少量にしておきます。食事の前に，汚れてもよいエプロンをつける，床にシートを

敷くなど，後片付けがしやすい準備をするとよいでしょう。手づかみ食べが上手になると，スプーンや

フォークも使えるようになっていきます。

●１～２歳児の食べにくい（処理しにくい）食品

次のような食品は食べにくいため，注意が必要です。

弾力性の強いもの かまぼこ、こんにゃく、いか、たこなど 与える場合は切り方に注意する

皮が口に残るもの 豆、トマトなど 皮をむく

口の中でまとまりにくいもの ひき肉、ブロッコリーなど とろみをつける

ペラペラしたもの わかめ、レタスなど 加熱してきざむ

唾液を吸うもの パン、ゆで卵、さつまいも 水分を加える

誤嚥しやすいもの 餅、こんにゃくゼリー この時期には与えない

●よく噛んで食べましょう

子どもの噛む力が発達してきたら，噛みごたえのある食材（小魚，豆類，根菜類など）を毎日の食事に取り

入れて，よく噛んで食べる習慣を身につけましょう。食材を大きめに切る，皮つきで食べられるものは皮つき

のまま調理することも効果的です。

また，お茶や汁物で流し込んで食べずに，適量を口の中に入れて，

ひとくち３０回を目標に噛むようにしましょう。
作：松岡 江里
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