
1 入園式 2 パン 3 オムライス 4 麦ごはん

カレーライス 鮭チャウダー 春雨スープ ゆしどうふ

みそ汁 コールスロー 変わり卵焼き

コールスローサラダ 果物 果物 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｿﾃｰ

福伸漬け・果物 チーズ 果物

ミルク
パン

6 マーボー丼 7 胚芽ごはん 8 胚芽ご飯 9 スパゲティ 10 麦ご飯 11 オムライス
もずくのすまし汁 魚汁 みそ汁 ミートソース みそ汁 春雨スープ
きゅうりの酢の物 ふーちゃんプルー コーンスープ 豆腐ハンバーグ コールスロー
果物 納豆和え 和風サラダ カボチャサラダ きんぴら大根 果物

果物 果物 果物 果物

13 カレーライス 14 胚芽ごはん 15 麦ごはん 16 麦ごはん 17 胚芽ご飯 18 スパゲティ
みそ汁 卵のスープ みそ汁 ゆしどうふ みそ汁 ミートソース
ツナ和え 白身魚の味噌焼き 酢鶏 変わり卵焼き コーンスープ
果物 昆布イリチー もずくの酢の物 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｿﾃｰ 和風サラダ カボチャサラダ

果物 果物　 果物 果物 果物

20 マーボー丼 21 パン 22 弁当会 23 麦ご飯 24 胚芽ごはん 25 うどん汁
もずくのすまし汁 鮭チャウダー みそ汁 魚汁 野菜かき揚げ
きゅうりの酢の物 白菜サラダ 豆腐ハンバーグ 紅白なます
果物 チーズ きんぴら大根 納豆和え 果物

果物　　 果物 果物

27 胚芽ご飯 麦ごはん 29 昭和の日 30 カレーライス
みそ汁 みそ汁 みそ汁

酢鶏 ツナ和え

和風サラダ もずくの酢の物 果物

果物 果物　

お茶
みそおにぎり

保育ミルク

魚のトマトソース焼き

クッキー

サーターアンダギー

保育ミルク

ラスク

パン

保育ミルク
パン

青菜おにぎりくずもち アメリカンドッグ

魚のトマトソース焼き

お茶・ビスケット
プリン

保育ミルク
誕生日ケーキ

お茶
みそおにぎり

麩チャンプルー

保育ミルク

お茶

お茶

お茶・クラッカー

保育ミルク

保育ミルク

ホットケーキ

ホットケーキ 大学いも

社 会 福 祉 法 人
令和２年 愛 護 保 育 園

保育ミルク お茶

月 火 水 木 金 土

白菜サラダ

ヒラヤーチ パン

保育ミルク保育ミルク お茶

魚のトマトソース焼き

ミルク

保育ミルク お茶

ふりかけおにぎり

お茶

カラフルゼリーかぼちゃの蒸しケーキ フライドポテト
保育ミルク
きなこサンド

ふりかけおにぎり

ちんびん

お茶

ご入園、ご進級おめでとうございます。新しい環境に慣れるまで子供達も時間がかかりま
すよね。みんなで食べる給食時間が楽しみになるように、サポートさせていただきます。こ
れから１年間よろしくお願いします。栄養、発達、献立に関して気になることがありましたら
気軽にご相談ください。

◎元気に園生活をおくるためのお願い◎

1 生活リズムを整えましょう

朝食・昼食・夕食・寝る・起きる、この5つのリズムはどうですか？

不規則になると体内リズムが安定せず、成長ホルモンが出にくく

なり、体や脳の発達に影響が出てきます。夜は早く寝て、睡眠時

間をしっかりとりましょう。そうすれば自然に早起きできます。

生活リズムを作るには、お父さん・お母さんの助けが必要です！

2 朝ご飯はしっかり食べましょう
朝ご飯は、朝起きて体と頭が目覚める大事なスイッチです。脳は

眠っている間もエネルギーを使っています。朝ご飯を食べないと脳

のエネルギーが不足して楽しく活動ができません。

※１～2歳児は朝のおやつがあります。

9時までには登園させるようにしましょう。

お友達とみんなで食べるとさらにお弁当は美味しくなりま
す。好きなものを入れてあげるのは大賛成！でも、好きな
ものばかりでなく、お母さんが食べてほしいな～と思って
いるお野菜やお肉なども一緒に入れてあげましょう。家で
は食べない食材、食の細い子でも、お友達と一緒だと食
べられちゃいます。食べることができたら、笑顔で褒めて
あげて（＾－＾）子供も食べることに自信がつきますよ！

嫌いな食材も、お弁当な
ら食べられるかもなん！

早寝早起きで

体と脳を育てよう★

みんなで食べる給食は
おいしいなん♪♪



1 ★入園式★ 2 3 4
おかゆ（おもゆ） おかゆ（おもゆ） おかゆ（おもゆ） おかゆ（おもゆ）

じゃが芋と人参のつぶし 鮭のつぶし（鮭ﾎﾟﾀｰｼﾞｭ） ゆし豆腐（ゆし豆腐） ゆし豆腐（ゆし豆腐）

（ポテトポタージュ） スティックきゅうり ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾎﾟﾃﾄのつぶし ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾎﾟﾃﾄのつぶし

豆腐スープ(豆腐のつぶし) （きゅうりのつぶし） （ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾎﾟﾃﾄのﾎﾟﾀｰｼﾞｭ） （ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾎﾟﾃﾄのﾎﾟﾀｰｼﾞｭ）

果物 果物 果物 果物

ミルク ミルク ミルク ミルク

4月１日～4月7日までは慣らし保育となります。

6 7 8 9 10 11
おかゆ（おもゆ） おかゆ（おもゆ） おかゆ（おもゆ） ナポリタン風（おもゆ） おかゆ（おもゆ） ナポリタン風（おもゆ）

根菜と豚ミンチのつぶし 白身魚のつぶし（豆腐スープみそ汁（青菜のつぶし） （トマトと玉ねぎの煮込み） 玉ねぎと人参のつぶし （トマトと玉ねぎの煮込み）

（根菜と豆腐のつぶし） 人参しりしり（人参のすり流し魚のトマト煮 コーンスープ （玉ねぎと人参のつぶし） コーンスープ

果物 果物 （豆腐のつぶし） （豆腐のつぶし） 豆腐のスープ（豆腐のスープ（豆腐のつぶし）

ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク

卵がゆ（ほうれん草がゆ） さつまいものﾐﾙｸ煮（さつまいものﾐﾙｸ煮

ミルク ミルク ミルク

13 14 15 16 17 18
おかゆ（おもゆ） おかゆ（おもゆ） おかゆ（おもゆ） おかゆ（おもゆ） おかゆ（おもゆ） ナポリタン風（おもゆ）

ﾎﾟﾃﾄと人参のつぶし 白身魚の煮物 みそ汁（キャベツポタージュ） ゆし豆腐（ゆし豆腐） みそ汁（青菜のつぶし） （トマトと玉ねぎの煮込み）

（豆腐の煮つぶし） 酢鶏風 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾎﾟﾃﾄのつぶし 魚のトマト煮 コーンスープ

豆腐スープ（豆腐のつぶし） 人参スティック（ﾎﾟﾀｰｼﾞｭ） 果物 （ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとﾎﾟﾃﾄのﾎﾟﾀｰｼﾞｭ） （豆腐のつぶし） （豆腐のつぶし）

ミルク ミルク ミルク 果物 ミルク ミルク ミルク

ﾎﾟﾃﾄのﾐﾙｸ煮（ポタージュ） キャベツがゆ（キャベツがゆ）さつまいものﾐﾙｸ煮（さつまいものﾐﾙｸ煮

ミルク ミルク ミルク

20 21 22 弁当会 23 24 25
おかゆ（おもゆ） おかゆ（おもゆ） おかゆ（おもゆ）

根菜と豚ミンチのつぶし 鮭のつぶし（鮭ﾎﾟﾀｰｼﾞｭ） おかゆ（おもゆ） 白身魚のつぶし（豆腐スープ （野菜スープ）

（根菜と豆腐のつぶし） スティックきゅうり 鶏肉の柔らか煮 人参しりしり（人参のすり流し人参スティック

果物 （きゅうりのつぶし） ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの刻み 果物 （人参のつぶし）

ミルク ミルク （ﾌﾞﾛｯｺﾘｰと豆腐のつぶし） ミルク 果物

ミルク ミルク

卵がゆ（ほうれん草がゆ） ほうれん草がゆ（ほうれん草がゆ

ミルク ミルク ミルク

27 28 29 30
おかゆ（おもゆ） おかゆ（おもゆ） おかゆ（おもゆ）
みそ汁（青菜のつぶし） みそ汁（キャベツポタージュ） 玉ねぎと人参のつぶし
魚のトマト煮 酢鶏風 （玉ねぎと人参のつぶし）
（豆腐のつぶし） 果物 豆腐のスープ（豆腐のスープ）
ミルク ミルク ミルク
さつまいものﾐﾙｸ煮（さつまいものﾐﾙｸ煮）

ミルク

社会福祉法人

玉ねぎとツナの雑炊（ぞうすい）

土

玉ねぎとツナの雑炊（ぞうすい）

南瓜ﾁｰｽﾞまぶし（南瓜の煮つぶし）

月 火 水

人参たまご粥（人参かゆ）

明るい光 暗く静かに

しらすぞうすい（しらすぞうすい）

ミルク

人参とツナのぞうすい（人参かゆ）

ミルク

木 金

しらすぞうすい（しらすぞうすい）

愛護保育園
令和２年

ミルク

ミルク 人参たまご粥（人参かゆ）

トマトがゆ（トマトがゆ）

ミルク

ミルク

ほうれん草がゆ（ほうれん草がゆ

煮込みうどん（おもゆ）

しらすぞうすい（しらすぞうすい）

ミルク

ほうれん草がゆ（ほうれん草がゆ

ミルク

*食事調査表は・・・

ご入園おめでとうございます
新しい環境に慣れるまで子供達も時間がかかると思いますが、離乳食、栄養、
発達に関してサポートしていきたいと思います

子どもの体や脳の成長発達の基盤は生活リズムです

生まれたばかりの赤ちゃんは、昼も夜も関係なく眠っています。だんだん、日中は起きている時
間がふえてきます。そして、昼間は起きて夜は眠るという生活リズムが作られていきます。

●生活リズムを作るためにはどうすればいいのでしょうか？

不規則な生活では体内リズムが安定
せず、成長ホルモンが出にくくなり、食欲
がなくなります。生活リズムを作るには
保護者の方の助けが必要です。体と脳
を育てるために生活リズムを整えましょ
う！！

太陽のリズムに合った生活リズムを作ってあげましょう。
生活リズムは朝起してつくっていきます。

明るい光、皮膚の刺激（着替え、顔を洗う）など
朝の光で脳を、朝食で内臓（代謝のリズム）を目覚めさせていきます。

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
AM PM

就
寝

起
床

お母さん・お父さんに
やってもらいたいこと

＊（ ）は前期の離乳食メニューです。

※お子さまの食べられる食材の提出を
お願いします。
お手数ですが、ご協力よろしくお願い
いたします。
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