
2 胚芽ごはん 3 文化の日 4 弁当会 5 カレーライス 6 胚芽ごはん 7 パン
ゆしトーフ キラキラスープ アーサ汁 たまごスープ
鯖の塩焼き 甘酢和え 野菜の肉巻き マカロニグラタン

大根の煮物 チーズ 中華炒め ボイルサラダ
果物 果物 果物 果物
保育ミルク 保育ミルク お茶・ビスケット 保育ミルク お茶
ピザトースト パン プリン 大学いも みそおにぎり

9 胚芽ご飯 10 麦ごはん 11 スパゲティ 12 胚芽ご飯 13 麦ごはん 14 野菜カレー
そうめん汁 みそ汁 　　　ミートソース みそ汁 魚汁 かに玉スープ
ひじき・卵とじ 鮭のきのこ焼き コーンスープ 鯖の中華ソースかけ 豆腐チャンプルー コールスロー

きゅうりの和え物 蒸し野菜 かぼちゃサラダ 納豆 春雨のサラダ 果物

果物 果物 果物 果物 果物
保育ミルク 保育ミルク ヤクルト 保育ミルク お茶 お茶
ヒラヤーチー フライドポテト おにぎり スコーン ゼリー パン

16 胚芽ごはん 17 オムライス 18 マーボー丼 19 胚芽ごはん 20 三色そぼろ丼 21 焼きそば
アーサ汁 みそ汁 すまし汁 ゆしトーフ みそ汁 パクチョイスープ

野菜の肉巻き ポテトサラダ きゅうりの酢の物 鯖の塩焼き 春雨サラダ フルーツサラダ
納豆和え・サラダ 果物 果物 大根の煮物 果物 チーズ
果物 果物
保育ミルク 保育ミルク お茶 保育ミルク
ジャムサンド バナナケーキ もちもち揚げ団子 クッキー

23 勤労感謝の日 24 黒米ご飯 25 麦ごはん 26 パン 27 麦ごはん 28 きのこご飯
みそ汁 魚汁 たまごスープ みそ汁 すまし汁
鯖の中華ソースかけ 豆腐チャンプルー マカロニグラタン 鮭のきのこ焼き 味噌炒め
中華炒め 春雨のサラダ ボイルサラダ 蒸し野菜 蒸しかぼちゃ
果物 果物 果物 果物 果物
保育ミルク お茶
ホットケーキ パン

30 野菜カレー
かに玉スープ
コールスロー
果物

保育ミルク
誕生日ケーキ

パウンドケーキ みそおにぎり アメリカンドッグ
保育ミルク ヤクルト 保育ミルク

愛 護 保 育 園

月 火 水 木 金 土

社 会 福 祉 法 人令和２年

お茶・クラッカー
ババロア

お茶　　
ふりかけおにぎり

◎体の外から守る：手洗い、うがいで予防

風邪・インフルエンザを予防しよう♪
◎体の中から守る：ビタミンで予防

旬の食材はビタミンが豊富に含まれ
ています。人の体では必要量のビタミ
ンを作ることが出来ないので、食品か
らとる必要があります。

ビタミン同士は、お互いに助け合い
ながら作用するので、毎食欠かさずに
取るようにしましょう！
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＊―

＊―
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＊―

＊―

＊―

＊

手洗い・うがい・ビタミンで、
体の外・中の両方から風邪・インフ
ルエンザを予防して、元気にこの冬
を過ごしましょう！

11月に入り、だいぶ過ごしやすくなってきまし
た。体を動かすには気持ちのいい季節です。
でも、季節の変わり目には注意しましょう！



令和２年度

　　　　

＊(　)は後期食です

2 3 文化の日 4 弁当会 5 6 7
カレーライス(お子様カレー) 胚芽ご飯(お粥) パン（パン粥）

ゆしトーフ キラキラスープ アーサ汁 卵スープ
サンマの塩焼き(白身煮 マカロニグラタン
大根の煮物 中華炒め(野菜煮)
果物 果物 果物 果物
ミルク ミルク ミルク ミルク

大学いも(芋きんとん) (雑炊)
9 10 11 12 13 14

麦ご飯（お粥） スパゲティミートソース 胚芽ご飯(お粥) おにぎり（おかゆ） 野菜カレー(お子様カレー
そうめん汁 みそ汁 コーンスープ みそ汁 魚汁 卵スープ

コールスロー(野菜煮)
果物 果物 果物
ミルク 果物 ミルク 果物 ミルク

ミルク ミルク

ヒラヤーチー(野菜とツナの煮込み) フライドポテト(マッシュポテト) (野菜の卵とじ) パン（パン粥）
16 17 18 19 20 21

おにぎり（おかゆ） オムライス(雑炊) マーボー丼 焼きそば（うどん）
アーサ汁 みそ汁 すまし汁 ゆしトーフ みそ汁 スープ

サンマの塩焼き(白身煮 リンゴサラダ
納豆和え（納豆和え） 大根の煮物 果物 チーズ
ミルク ミルク 果物 果物 ミルク ミルク

ミルク ミルク

野菜の卵とじ バナナ蒸しケーキ クッキー(ホットケーキ)
23 勤労感謝の日 24 25 26 27 28

おにぎり（おかゆ） 麦ご飯(お粥) パン（パン粥） 麦ご飯(お粥)
アーサ汁 魚汁 卵スープ みそ汁

マカロニグラタン
納豆和え（納豆和え） 春雨サラダ(野菜煮) 蒸しかぼ ちゃ
ミルク 果物 果物 果物 果物

ミルク ミルク ミルク ミルク

お好み焼き風(おやき) (雑炊) 野菜天ぷら(野菜とツナの煮込み) パン（パン粥）
30

卵スープ
コールスロー(野菜煮)
果物
ミルク

胚芽ご飯(お粥)

保育ミルク
ピザトースト風

ボイルサラダ（ブロッコリーの刻み）

三色そぼろ丼（卵おじや）

鮭のきのこ焼き（鮭のほぐし）

納豆
豆腐チャンプルー（チャンプルー）

春雨サラダ（野菜の煮物）

野菜と豚肉の刻み（野菜の煮込み）

保育ミルク保育ミルク ソフトせんべい

保育ミルク

パン(パン粥)

おかゆ
野菜としらすの刻み

ミネストローネ・クラッカー

卵抜きプリン(ヨーグルト)

じゃがいも団子
(マッシュポテト)

ブロッコリーサラダ

(野菜のスープ)

鯖の中華ソースかけ（鯖の煮物）

蒸し野菜（ボイル野菜）

保育ミルク

おかゆ

みそおにぎり

豆腐チャンプルー

パウンドケーキ

野菜と豚肉の刻み（野菜の煮込み）

保育ミルク

ボイルサラダ（ブロッコリーの刻み）

おにぎり
野菜の卵とじ

保育ミルク

保育ミルク

果物

ソフトせんべい
ババロア

きゅうりの和え物ポテトサラダ野菜と豚肉の刻み（野菜の煮込み）

保育ミルク
誕生日ケーキ♬

野菜カレー(お子様カレー)

ひじきおにぎり（おかゆ）

卵とじ（野菜卵とじ）

保育ミルク

かぼちゃサラダ

鮭のきのこ焼き（鮭のほぐし）

保育ミルク

きのこご飯(雑炊)
すまし汁
味噌炒め

蒸し野菜（ボイル野菜）

(蒸し野菜)

胚芽ご飯(お粥)

パン粥

大根のサラダ(大根煮)

社 会 福 祉 法 人

土

チーズ

愛 護 保 育 園

月 火 水 木 金

みそおにぎり

～乳児の手洗い～

乳児は手で触ったり掴んだり、口に入れたりして、硬さ大きさ

を認識し日々成長しています。

少しずつ形があるものが食べられるようになって手づかみで

食べたがるのも成長のしるしです。食事前の十分な手洗い

や、普段から手を清潔に保つ事を習慣づけましょう♪

～赤ちゃんの病気と食事～
赤ちゃんが病気にかかった時は、まずお医者さんに見てもらい、指示に従いますが、家庭介護

として大切な食事の目安は、次のようなことを参考にしてください。

２．熱のある時の食べ物
・ビタミン類とエネルギーが豊富な消化のいいものを与えます。

熱があるときは食欲が落ちますが、急性で期間が短い場合はさほど食べられな

くても心配はいりません。離乳食初期（5～6か月）の場合は、母乳やミルクを中心

に離乳食は一時お休みします。熱が下がったら状態を見ながら（食欲や便の状

態）休止直前の離乳食から与えます。水分の補給を十分しましょう。

３．下痢の場合の食べ物（嘔吐を伴う場合も含む）
・乳児の下痢は大人の下痢の場合と違います。下痢くらいという

考えはこわいです。赤ちゃんの下痢は早めに病院にいきましょう。

・ミルクの場合は医師の指示に従ってください。場合によってはミ

ルクを薄める必要がありますが、医師の指示通りに薄めてくださ

い。薄めすぎると、下痢を悪化させることにもなります。

・食欲が出てきたら離乳食を少しずつもとにもどします。

・油は回復するまで止めましょう。

１．栄養価の高い、消化にいい食べ物と十分な水分を！
※離乳食初期（5～6か月）の場合は、症状が落ち着くまで離乳食は休

消化のよい食品と調理法

にんじんかゆ
材料

にんじん15g ごはん大さじ1 だし汁大さじ

５

作り方

①にんじんは皮をむいて、すりおろす。

②鍋に①とごはん、だし汁を入れてごはんが軟

らかくなるまで弱火で煮る。

キャベツのミルク煮
材料

キャベツの葉先30g スープ大さじ4

ミルク大さじ１

作り方

①キャベツの葉先はみじん切りにする

②スープで軟らかく煮る

③すり鉢で滑らかにすりつぶす

④鍋にもどし、ミルクを加えてひと煮する。

ささ身のすり流し汁
材料

鶏ささみ1/3本 だし汁大さじ５ 水溶き片栗粉

少々

作り方

①鶏ささみは筋を取ってすり鉢に入れ、滑らか

にすりつぶす。

②だし汁を加えてのばし、鍋に移して火にかけ

る。

③沸騰したらアクを取り除き、水溶き片栗粉を加

消化の悪い海藻類、

漬物、干物や塩蔵品、

古い油、きのこは避

けましょう


