
1 三色そぼろ丼 2 きのこご飯 3 パン 4 胚芽ごはん 5 麦ごはん 6 焼きそば

みそ汁 すまし汁 野菜スープ 豆腐スープ みそ汁 野菜スープ
和え物 味噌炒め マカロニグラタン 魚の塩焼き さけのきのこ焼き フルーツサラダ
果物 蒸しかぼちゃ ボイルサラダ 冬瓜の煮物 野菜炒め チーズ

果物 果物 果物 果物

8 ハヤシライス風 9 黒米ご飯 10 麦ごはん 11 麦ごはん 12 胚芽ごはん 13 三色そぼろ丼
もやしスープ みそ汁 魚汁 ゆしトーフ アーサ汁 みそ汁
フルーツヨーグルト さばの中華ソースかけ 豆腐チャンプルー 麩入りメンチかつ 野菜の肉巻き 和え物
チーズ 中華炒め 春雨のサラダ キャベツのカレー炒め 納豆和え 果物

果物 果物 果物 野菜ソテー・果物

15 きのこご飯 16 麦ごはん 17 　　弁当会 18 レバーミート 19 胚芽ごはん 20 ハヤシライス風
すまし汁 みそ汁 スパゲティ 豆腐スープ もやしスープ
味噌炒め さけのきのこ焼き コーンスープ 魚の塩焼き フルーツヨーグルト

蒸しかぼちゃ 野菜炒め ゴママヨネーズ和え 冬瓜の煮物 チーズ
果物 果物 果物 果物

22 パン 23 　慰霊の日 24 2色ケーキご飯 25 黒米ご飯 26 胚芽ごはん 27 きのこスパゲティ

野菜スープ みそ汁 みそ汁 アーサ汁 みそ汁
マカロニグラタン エビの天ぷら さばの中華ソースかけ 野菜の肉巻き ごぼうサラダ
ボイルサラダ カラフル野菜 中華炒め 納豆和え 果物
果物 果物 果物 野菜ソテー・果物

29 麦ごはん 30 麦ごはん
ゆしトーフ 魚汁
麩入りメンチかつ 豆腐チャンプルー

キャベツのカレー炒め 春雨のサラダ
果物 果物

お茶　
誕生日ケーキ

ミルク
ピザトースト

黒糖わらび餅
お茶　

お茶
ぜんざい

お茶
蒸しパン きなこトースト

きなこトースト チーズ蒸しパン クッキー

ミルク

ごまみそおにぎり

あじさいヨーグルト
お茶　

ミルク

ミルク

お茶・クラッカーミルク

パン
ミルク

お茶　

わかめおにぎり
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金 土水 木月 火

ミルク

ミルクミルク
サーターアンダギー

ミルク

ごまみそおにぎりフライドポテト
お茶

お好み焼き

蒸しパン

ミルク

あじさいヨーグルト

ピザトースト

お茶

お茶

令和 ２年

お茶　
ごまみそおにぎり

ミルク
チーズ蒸しパン ふりかけおにぎり

ちんびん
ミルク
フライドポテト

ミルク

むし歯ってどうしてできるの？

むし歯は、口の中のむし歯菌（ミュータンス菌）が、糖分を利用してプラーク（歯垢）をつくり、そこに細菌

が集まって歯のエナメル質を溶かす酸を作ることで、できていきます。『口の中のむし歯菌』『糖分』、そ

して『歯にプラークを付けたまま時間が経過する』の3つの条件が重なって、むし歯ができるのです。

①歯の成分を維持する食べ物

主食、主菜、副菜をバランスよく食べ

る。

②歯を清潔に保つための食べ物・食べ方

食物繊維の多い食べ物をよくかんで食べる。

③歯にダメージを与える食べ物を控える
清涼飲料水など、砂糖のとり過ぎに注意。

シュガーレスガム・ノンシュガーチョコレート・キャン

ディよりも、おやつは1日1回、時間を決めて。
規則正しい生活と外遊びをしよう。

歯を守る生活

※天候の都合でメニューが変更になる
場合があります。ご了承ください。



1 2 3 4 5 6

みそ炒め

果物
果物 果物 果物

ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク

ミルク ミルク
8 9 10 11 12 13

(玉ねぎのそぼろ煮)

果物 果物 (ｷｬﾍﾞﾂと人参の煮物)
ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク 果物

ミルク ミルク
15 16 17 弁当会 18 19 20

みそ炒め

果物
果物
ミルク ミルク ミルク ミルク

ミルク ミルク ミルク
22 23 　慰霊の日 24 25 26 27

果物 果物
ミルク ミルク ミルク 果物 ミルク

おかゆ　 ミルク
ミルク ミルク ミルク

29 30

(玉ねぎのそぼろ煮)

(ｷｬﾍﾞﾂと人参の煮物) 果物

ミルク ミルク

ミルク ☆誕生日会☆

ございます。

月

ミルク

おかゆ　かぼちゃとﾂﾅのﾏｯｼｭ おかゆ　　　トマトツナミルク煮

おかゆ（おかゆ）
野菜スープ
（野菜スープ）

ミルク　　　
おかゆ　人参ｼﾘｼﾘｰ
ミルク

おかゆ　玉ねぎと豆腐の煮物

すまし汁（すまし汁）人参のそぼろ煮

（キャベツの出汁煮）
（なすとピーマンの刻み）

おかゆ（おかゆ）おかゆ（おかゆ） パンがゆ(パンがゆ)

ミルク ミルク

ハヤシライス風（おかゆ）
もやしスープ
（豆腐スープ）
（人参とﾎﾟﾃﾄﾏｯｼｭ）

おかゆ　玉ねぎの卵とじ おかゆ　玉ねぎと人参の卵とじおかゆ　人参ｼﾘｼﾘｰ
ミルク

おかゆ　玉ねぎの卵とじ

スパゲティ風（スパゲティ風）

コーンスープ（豆腐スープ）

みそ汁（チンゲン菜ｽｰﾌﾟ）

おかゆ（おかゆ）

パンがゆ（パンがゆ）
野菜ｽｰﾌﾟ

いんげんとパプリカの卵とじ

ミルク　　　

おかゆ　人参とﾂﾅのﾏｯｼｭ

(野菜ｽｰﾌﾟ）
グラタン（ささみの刻み）

スティックサラダ
（きゅうりのころころ）

果物
ミルク

おかゆ　ﾎﾟﾃﾄのﾏｯｼｭ

おかゆ（おかゆ）
豚肉とﾅｽの煮込み

おかゆ　いんげんとｻｹのﾐﾙｸ煮 おかゆ　かぼちゃそぼろ

冬瓜と人参の煮物

(キャベツの出汁煮）

チンゲン菜の中華炒め

おかゆ　玉ねぎと豆腐の煮物

ミルク　　ﾄﾏﾄとﾂﾅの煮込み

（豚肉とﾅｽの煮込み）
オクラのすり流し

おかゆ　かぼちゃとﾂﾅのﾏｯｼｭ

おかゆ（おかゆ）
みそ汁
（みそ汁）
ﾄﾏﾄの卵とじ(ﾄﾏﾄの卵とじ）

ミルク

おかゆ　　　トマトツナミルク煮

(チンゲン菜の煮びたし）

おかゆ　ﾎﾟﾃﾄのﾏｯｼｭ

おかゆ（おかゆ）
すまし汁（すまし汁）

（なすとピーマンの刻み）
鮭のﾏｯｼｭ（鮭のﾏｯｼｭ）

（ｷｬﾍﾞﾂと人参の煮物） ｷｬﾍﾞﾂの出汁煮

おかゆ（おかゆ）
さばの中華ソースがけ
（豆腐と人参の煮物）
チンゲン菜の中華炒め

おかゆ(おかゆ)
メンチカツ風

キャベツのカレー炒め

おかゆ(おかゆ)

人参のそぼろ煮
(人参の卵とじ)

おかゆ（おかゆ）
魚汁（白身魚の出汁煮）
豆腐チャンプルー

グラタン(ささみの刻み)

おかゆ

牛肉と玉ねぎの炒め煮

おかゆ　ﾋﾟｰﾏﾝしらす煮

（豆腐と玉ねぎの煮物）

ミルク

おかゆ（おかゆ）
豚肉とﾅｽの煮込み
（豚肉とﾅｽの煮込み）

おかゆ（おかゆ）
さばの中華ソースがけ
（豆腐と人参の煮物）

おかゆ　きゅうりスティック

（冬瓜と人参の煮物）

オクラのすり流し

野菜スープ
(野菜スープ)

おかゆ（おかゆ）
魚汁（白身魚の出汁煮）
豆腐チャンプルー
（ｷｬﾍﾞﾂと人参の煮物）

いんげんとパプリカの卵とじ

雑炊

令和 ２　年 社会福祉法人
愛護保育園

※食事内容は
当日、変更になる場合が

土木 金

（人参の卵とじ）
キャベツの出汁煮

 

鮭のﾏｯｼｭ（鮭のﾏｯｼｭ）
みそ汁（チンゲン菜ｽｰﾌﾟ）

おかゆ（おかゆ）

火 水

(ｷｬﾍﾞﾂの出汁煮)
ミルク
おかゆ　玉ねぎ人参の卵とじ

ミルク

キャベツの出汁煮
（人参の卵とじ）
人参のそぼろ煮
おかゆ（おかゆ）

（オクラのすり流し）

おかゆ　かぼちゃそぼろ

（チンゲン菜の煮びたし）

魚の煮物（白身魚のつぶし）

おかゆ（おかゆ） ハヤシライス風（おかゆ）
もやしスープ
（豆腐スープ）
（人参とﾎﾟﾃﾄﾏｯｼｭ）
果物
ミルク

（オクラのすり流し）

ミルク

おかゆ(おかゆ)

メンチカツ風

キャベツのカレー炒め

おかゆ　玉ねぎと人参の卵とじ

おかゆ（おかゆ）

魚汁（白身魚の出汁煮）

豆腐チャンプルー

（ｷｬﾍﾞﾂと人参の煮物）

おかゆ　人参ｼﾘｼﾘｰ

（ ）は中期食です

歯みがきはいつから始めたらいい？

６月は歯の衛生月間です。乳児のころから歯磨きの習慣を
付けさせましょう。まだ歯の生えていない子も濡れたガーゼ
で歯茎などを拭き、口腔内を清潔に保ちましょう。

前歯が生えたら歯磨きスタート

歯みがきを始める目安は、6～8か月くらいで下の前歯が生え始めたと
き。この時期は離乳食を初めて間もない頃で、それほど歯が汚れている
こともありません。だ液の自浄作用が、口の中を清潔に保ってくれます。
汚れをとるというよりも、歯ブラシを使うことに慣れさせるかんかくでOK。

下の前歯2本（6～8か月）
まだそれほど歯は汚れないので、湿らせた
ガーゼでつまむようにぬぐうだけで十分。ま
ずは歯ブラシの感触に慣れさせていきます。

上下の8本（1歳頃）
上の前歯が生えてくると、歯に汚れが付
くようになります。少しずつ歯ブラシで
歯の根元をみがき、歯みがきの習慣をつ

天候の都合でメニューが変
更になる場合があります。

ご了承ください。


