
給食室おたより １０月号 

 秋晴れが気持ちのいい季節になりました。 

 “食欲の秋”“運動の秋”“読書の秋”など、子どもたちにもいろいろな“秋”を見つけて楽し

んでもらいたいなと思います♪ 

 

 

秋の味覚・さつまいも 

 さつまいもがおいしい季節になりました！おかずにもおやつにもなれるさつまいもは、秋の味

覚の代表ですね。エネルギー源にもなり、ビタミン Cや食物繊維も豊富な食材です。さつまい

ものビタミン Cは加熱しても壊れにくいという性質が特徴なので、効率的に摂取することがで

きます。みそ汁やきんぴらにしてもおいしいし、スイートポテトや焼きいも、大学いもといった

定番おやつもいいですね！給食やおやつでもどんどん登場する予定です！ 

 

 

おやつについて～おやつの大切さ～ 

 子どもは成長や運動量が盛んなので、それに見合った食事の量や栄養が必要になってきます。

でも、子どもの胃袋は小さく一度にたくさんの量を食べることができないので、朝昼晩の 3回の

食事以外にも食事を補給する時間が必要になります。それが「おやつ」です！子どものおやつは、

大人のおやつの感覚（おやつ＝お菓子）とは違い、「おやつ＝補食」＜3回の食事では足らないも

のを補う食事＞の意味合いが強くなります。 

 子どもたちにとっては＜補う食事＞なので、スナック菓子や砂糖がたくさん入っているおやつ

よりも、他の食事では足りない栄養を補えるものを取り入れてあげるのが理想的です。 

 園では、きなこマカロニや蒸しパンなどの素朴なおやつや、おにぎり、焼きそば、ナポリタン

などの食事系おやつ、クッキーやドーナツなど子どもたちの好きなメニューも入れています。 

 また、子どもは水分もたくさん必要になるので、食べるときにお茶や牛乳など甘くない飲み物

を一緒に飲ませてあげてくださいね。 

子どもが欲しがるときにいつでもあげてしまうと、ごはんが食べられなくなったりするので、

おやつの時間はできるだけ決めてあげることが大切です。 

  

 

ゆり・にじ組と取り組んでいる稲づくりですが、スズメ除けのためにかかしを作ったり、CD

をぶらさげたりと、職員がヒントを出さなくても子どもたち自身で考えて、どんどん進んでやっ

てくれています。その行動力に驚かされながらも、給食室の出番なしといったところです！まだ

まだ続いていく稲づくりですが、子どもたちにおいていかれないように⁉、稲刈りや脱穀などの

活動を一緒に楽しんでいきたいと思います！ 
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黄 赤 緑

強い力が出る食べ物 丈夫な体を作る食べ物 病気から守る食べ物 その他

1 昼食 パン 食パン、ジャム
15 高野豆腐の肉巻き 砂糖、片栗粉 豚肉、高野豆腐 しょうゆ、酒、みりん、塩こしょう

29 ひじきサラダ マヨネーズ、砂糖 ひじき 人参、ブロッコリー、コーン缶 酢、塩こしょう
火 もやしスープ 油 もやし、玉ねぎ、パセリ コンソメ、塩こしょう

午後おやつ ツナごまおにぎり 米、ごま ツナ缶 しょうゆ
(15日　ゆかりじゃこおにぎり) 米 ちりめんじゃこ ゆかり
牛乳 牛乳

2 昼食 ごはん 米
16 魚の煮つけ 砂糖 魚 しょうが しょうゆ、みりん、酒
30 青菜の梅和え 砂糖 ほうれん草、小松菜、人参、梅干し しょうゆ
水 じゃがいものみそ汁 じゃがいも みそ 玉ねぎ、ねぎ 煮干し、だしパック

午後おやつ フルーツヨーグルト 砂糖 ヨーグルト りんご、バナナ、みかん缶
（１６日　フルーツゼリー、牛乳） 砂糖 牛乳 りんご、もも缶、みかん缶 ゼラチン

3 昼食 ごはん 米
17 肉団子の中華スープ 春雨、片栗粉、油 鶏ミンチ、卵 白菜、玉ねぎ、えのき、人参 シャンタン、塩こしょう
31 厚揚げと小松菜の中華煮 ごま油 厚揚げ 小松菜、しめじ しょうゆ、酒、みりん
木 午後おやつ かぼちゃのサモサ 餃子の皮、油 チーズ かぼちゃ

(１７日　納豆サモサ) 餃子の皮、油、砂糖 納豆、チーズ
牛乳 牛乳

4 昼食 クリームスープスパゲッティ スパゲッティ、小麦粉、マーガリン、油 鶏肉、牛乳、スキムミルク 玉ねぎ、人参、ブロッコリー、しめじ コンソメ、塩こしょう
18 わかめサラダ 砂糖 わかめ キャベツ、人参、きゅうり 青じそドレッシング
金 午後おやつ ココア蒸しパン 小麦粉、砂糖、油 ココア、ベーキングパウダー

牛乳 牛乳
5 昼食 チキンライス 油、マーガリン 鶏肉 玉ねぎ、コーン缶、ピーマン ケチャップ、コンソメ、塩こしょう

19 ポトフ じゃがいも ポークピッツ 玉ねぎ、人参 コンソメ、塩こしょう
土 くだもの くだもの

午後おやつ 菓子、牛乳 牛乳 菓子
7 昼食 さつまいもごはん 米、さつまいも、黒ごま 塩
21 豚肉のしょうが焼き 油、砂糖 豚肉 玉ねぎ、人参、パプリカ、小松菜、しょうが しょうゆ、みりん、酒
月 豆腐のみそ汁 豆腐、みそ 玉ねぎ、ねぎ 煮干し、だしパック

午後おやつ ビスケット ビスケット
くだもの くだもの
牛乳 牛乳

8 昼食 パン 食パン、ジャム
22 魚のフライ 小麦粉、パン粉、油 魚、卵 酒、塩こしょう、ソース
火 もやしのナムル ごま油、ごま、砂糖 もやし、人参、ほうれん草 酢、しょうゆ

豆乳スープ 油 豆乳 白菜、玉ねぎ、人参 コンソメ、塩こしょう
午後おやつ きなこ団子 白玉粉、砂糖 豆腐、きなこ 塩

（乳児：きなこおにぎり） 米、砂糖 きなこ 塩
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9 昼食 ごはん 米
23 鶏肉のレモン煮 砂糖、片栗粉 鶏肉 レモン汁 しょうゆ、酒、みりん、塩こしょう

水 大根サラダ 砂糖、油 ちりめんじゃこ 大根、人参、きゅうり しょうゆ、酢
かぼちゃのみそ汁 みそ かぼちゃ、玉ねぎ、えのき 煮干し、だしパック

午後おやつ スイートポテト さつまいも、砂糖、マーガリン 卵、牛乳
牛乳 牛乳

10 昼食 ごはん 米
24 魚のごまみそ焼き ごま、砂糖 魚、みそ みりん、酒
木 五目豆煮 砂糖 大豆水煮、ちくわ、昆布 人参、れんこん、こんにゃく だしパック、しょうゆ、みりん、塩、酒

もずくのすまし汁 麩 もずく、昆布 玉ねぎ しょうゆ、みりん、塩、酒
午後おやつ クリームトースト 食パン、コーンスターチ、砂糖 牛乳

牛乳 牛乳
11 昼食 ハヤシライス 米、じゃがいも、油、マーガリン 鶏肉 玉ねぎ、人参、小松菜 ハヤシルウ、ケチャップ
金 りんごサラダ 油、砂糖 りんご、キャベツ、人参、ブロッコリー 酢、塩こしょう

午後おやつ レーズンクッキー 小麦粉、砂糖、マーガリン 卵 レーズン
牛乳 牛乳

26 昼食 焼きそば 中華めん、油 豚肉、かつお節 キャベツ、玉ねぎ、人参、ピーマン ソース、塩こしょう
土 みそ汁 豆腐、わかめ、みそ 玉ねぎ だしパック

くだもの くだもの
午後おやつ 菓子、牛乳 牛乳 菓子

28 昼食 親子丼 米、麩、砂糖、片栗粉 鶏肉、卵 玉ねぎ、ねぎ だしパック、しょうゆ、みりん、酒

月 キャベツの塩昆布和え ごま油 塩昆布 キャベツ、人参 しょうゆ
さつまいものみそ汁 さつまいも みそ 玉ねぎ、えのき 煮干し、だしパック

午後おやつ せんべい せんべい
くだもの くだもの
牛乳 牛乳

材料は都合により変更させていただく場合がございます。

＊10/25（金）お誕生会　　メニュー：麦ごはん、さつまいもコロッケ、グリーンエッグサラダ、オニオンスープ、くだもの　　（おやつ）ハロウィンクッキー、牛乳

＊毎週月曜日・・・礼拝　　毎週木曜日・・・体育あそび
＊10/12（土）運動会(雨天の場合は19日に延期となります)

10月のよていこんだて　　２０１９年度
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