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小浜保育園 

 園庭の空高く、とんぼが舞いはじめました。「この指止まれ!」と腕を大き

く伸ばし指をクルクル回しとんぼを呼ぶ子ども達を、秋の風が優しく包み込み

ます。 

 そして、もうすぐ運動会。さくら組すみれ組の楽隊練習では一人ひとりの担

当を精一杯頑張っています。「今日もいっしょに練習しよう!」「早くお遊戯

やりたいね!」そんな嬉しい言葉がたくさん聞こえてくる毎日です。 

「わたしのおばあちゃんはね、いつもに

こにこ笑ってるの。」「ぼくはおじい

ちゃんといっぱい遊んだの！」大好きな

おじいさま、おばあさまと過ごすひと時

は、子ども達をあたたかく包みこみ、幸

せな気持ちでいっぱいにしてくれていま

す。子ども達の心に芽生えた、人を大切

に思う穏やかでやさしい気持ちはかけが

えのない宝物。これからも見守り続けた

いですね。 

  ～お月見～ 

 9月24日(月・祝)

は十五夜です。保

育園では9月20日

(木)にさくら組・

すみれ組の子ども

達がお月見クッキ

ングをします。フ

ルーツ白玉に入れ

るおだんごを丸め

てにっこり。笑顔

の輪が広がりそう

でとても楽しみで

す!  
 

                       9日(日)運動会 

                      10日(月)身体測定(さくら組) 

           11日(火)身体測定(すみれ組) 

         12日(水)身体測定(ひまわり組) 

             スイミング教室 

 13日(木)身体測定(ゆり組) 

     英会話教室 

 14日(金)身体測定(ちゅうりっぷ組) 

     体操教室 

 17日(月)敬老の日 

 18日(火)身体測定(たんぽぽ組) 

          お誕生会(異年齢児保育) 

 19日(水)スイミング教室 

 20日(木)英会話教室 

 21日(金)交通安全指導(市職員による) 

 23日(日)秋分の日 

 24日(月)振替休日 

 26日(水)スイミング教室 

 27日(木)英会話教室 

 28日(金)避難訓練 

たんぽぽ 

 1歳になった途端に歩くのが上手になった女の子。お友達が持っている玩具が

気になって、ついつい手を伸ばし喧嘩になってしまう場面も見られる様になり

ました。人に関心をもち関わろうとする事は成長の第一歩。怪我に繋がらない

程度に温かく見守りながら保育しております♪ 

 今月の避難訓練は9月28日(金)。春の

訓練では、非常ベルの音に驚いて大泣き

する子や、保育者の足にしがみついて離

れなかった子もいましたが、最近では私

たちの話をしっかりと聞いて行動し、落

ち着いて訓練出来るようになってきまし

た。  

 しかし油断は禁物。 

９月１日の「防災の日」 

を機会にもう一度子ども 

たちと話し合い、 

気を引き締めて 

臨みたい思います。 

            

       読書タイム 

 読み聞かせが始まると「今日はどんな

お話し?」と目をキラキラさせて耳を傾

けています。ご家庭でも「おやすみなさ

い」の前に、ゆったりとした絵本タイム

はいかがですか? 

ご意見・ご相談・ご要望が

ありましたら、気軽にお声

掛け下さい。 

 9月18日(火)より新任保育士が勤務することになりました。 

ちゅうりっぷ組担当佐藤 泉(さとう いずみ)先生です。 

どうぞ宜しくお願い致します。     



日 曜日 献立名 主材料名

1 土 　コーンカレー　ツナサラダ　　　　　　　　　　　　 　カルピス
豚肉　じゃが芋　人参　玉ねぎ　バーモントカレー

　コーン缶　ツナ缶　レタス　きゅうり 　お菓子

2 日

3 月 　豚焼きそば　ゆで卵　フルーツ付合せ　 　 　　　 　　　牛乳
豚肉　焼きそば　人参 ピーマン 玉ねぎ　卵

キャベツ　刻みのり

お菓子
ヨーグルト

4 火 　さつま芋のレモン煮　肉ギョーザ　きんぴらごぼう   　 なす汁
　豚肉　さつま芋　レモン　人参　大揚げ　ごぼう

　肉ギョーザ　なす お菓子 カルピス

5 水 　アメリカンドック　マカロニサラダ　フルーツ付合せ　　牛 乳
　ソーセージ　ホットケーキミックス　牛乳　人参

　きゅうり　卵　マヨネーズ　マカロニ 〃

6 木 　ハンバーグ　スパゲッティナポリタン　野菜付合せ　　　　コンソメスープ
　挽肉　人参　玉ねぎ　キャベツ　きゅうり　牛乳
　卵　パン粉　ケチャップ　スパゲッティ　レタス 〃

7 金 　鶏の唐揚げ　スクランブルエッグ　野菜付合せ     　スープスパッゲッティ
鶏肉　生生姜　卵　人参　キャベツ　きゅうり　玉ねぎ

わかめ　コンソメ　レタス　片栗粉　スパゲッティ 〃 牛乳

8 土 　カレーライス　コーンサラダ　　　　　　　　　　　 カルピス
　じゃが芋　人参　玉ねぎ　バーモンドカレー　豚肉

　コーン缶詰　レタス　トマト　きゅうり　ドレッシング 〃

9 日

10 月 　きつねうどん　フルーツ付合せ　　　　　  　　　 
　鶏肉　うどん　ナルト　出し昆布　卵

　ほうれん草　長ネギ　大揚げ お菓子 牛乳

11 火 　エビフライ　野菜ソテー　笹蒲鉾　　　　　　　　 かき玉汁
エビ　もやし　人参　ピーマン　大天

笹蒲鉾　卵　玉ねぎ 　　〃 カルピス

12 水 　コーンシチュー　フルーツ付合せ　　　　　　　　　　　
豚肉　じゃが芋　玉ねぎ　クリームシチューの素

人参　牛乳

ホット
ケーキ

牛乳

13 木 　焼魚　切干大根　ウインナー　　　　　　　　　　　 わかめ汁
紅鮭　切干大根　人参　ウインナー

わかめ　豆腐 お菓子

14 金 　肉じゃが　卵焼き　納豆　　　  　 　  　　　　　　すり身汁 豚肉　じゃが芋　玉ねぎ　卵　すり身　にら 　　〃 牛乳

15 土 　ハヤシライス　トマトサラダ　　　　　　　　　　　 カルピス
玉ねぎ　レタス　きゅうり　胡麻ドレッシング　トマト

ツナ缶　ハヤシルウ　牛ロース肉 〃

16 日

17 月

18 火
≪9月お誕生会バイキング≫  三色寿司　フライドポテト
　　　　　ミートボール　ミニトマトとマカロニサラダ　かき玉スープ

ご飯　ミートボール　ミニトマト　フライドポテト

マカロニ　きゅうり　人参　レタス　マヨネーズ

卵　サケフレーク　ゆかりふりかけ

ロール
ケーキ

カルピス

19 水 　かぼちゃコロッケ　ハム　キャベツとコーンのサラダ 　  牛乳
  ハム　かぼちゃ　卵　コーン缶詰　マヨネーズ
コンソメ　キャベツ　パン粉　薄力粉　　玉ねぎ お菓子

20 木   メンチカツ　スパゲッティ　野菜付合せ　　　　　 じゃが芋汁
挽肉　人参　玉ねぎ　キャベツ スパゲッティ　レタス

　牛乳　パン粉　ケチャップ　じゃが芋　長ねぎ

フルーツ
白玉

21 金 　エビシューマイ　ほうれん草おひたし　ひじき炒め  キャベツ汁
　エビシューマイ　ほうれん草　かつお節　ひじき

　糸コン　人参　 大揚げ　キャベツ お菓子 牛乳

22 土 　チキンカレー　フレンチサラダ　　　 　 　　　　　 　カルピス
鶏肉　じゃが芋　人参　玉ねぎ　レタス　トマト

バーモントカレー　きゅうり　ドレッシング 〃

23 日

24 月

25 火 　オムレツ　枝豆　佃煮付合せ　　　　　　　　　　　　 大根汁
挽肉　人参　玉ねぎ　卵　ピーマン　納豆

佃煮　大根　大揚げ お菓子 カルピス

26 水 　エビグラタン　フルーツ付合せ　　 　　　　　　　　　　牛乳
玉ねぎ　ホワイトソース　エビ　パルメザン

牛乳　マカロニ　ベーコン 〃

27 木 　焼肉　スクランブルエッグ　野菜付合せ　　　　　　　　豆腐汁
牛肉　焼肉のたれ　キャベツ　卵　レタス　豆腐

きゅうり　トマト　わかめ　大揚げ

スイート
ポテト

牛乳

28 金 　八宝菜　ソーセージ　枝豆付　　　　　　　　　　　キャベツ汁
豚肉　人参　ピーマン　玉ねぎ　竹の子 白菜　ソーセージ

椎茸　シーフードミックス　枝豆　片栗粉　キャベツ　大揚げ お菓子 牛乳

29 土 　エッグカレー　福神漬け　　　　　　　　　　　　　　カルピス
豚肉　じゃが芋　人参　玉ねぎ　バーモントカレー

　卵　福神漬け 〃 牛乳

30 日 休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

敬　　　　　老　　　　　の　　　　　日

振　　　　　替　　　　　休　　　　日

おやつ

運                 動               会

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

秋　　　　　分　　　　の　　　　　日

  小浜保育園 

                      ☆今年の十五夜は9月24日です☆  

           ～   お月見おだんごにひと工夫!   ～ 

 おだんごは上新粉・白玉粉・だんご粉などの粉で作る事が出来ますが、白玉粉を絹ごし

豆腐でこねると、崩れにくく、時間がたってももっちりとしたおだんごができます。混ぜ

る食材によってさまざまに色づけし、さらに、みたらしあん・きな粉・ごま・あんこなど

をトッピングしたり、黒蜜・練乳・乳酸菌飲料などと組み合わせて楽しんだりする事もで

きます。 

9月献立表 



日 曜日 献立名 主材料名

1 土 　おかゆ　ツナと根野菜の和風煮　　　　　　　　　　野菜スープ 豚肉　じゃが芋　人参　玉ねぎ　ツナ缶 ハイハイン
ミルク

ウエハース

2 日

3 月 　ツナときのこのリゾット(後期)　コーンのマッシュ　フルーツ　　　　　　　　麦茶
　チキンと夢野菜のリゾット(中期)　コーンのマッシュ　フルーツ　　　　　　　麦茶

ツナときのこのリゾット
チキンと野菜のリゾット

林檎の
ハイハイン

タマゴ
ボーロ

4 火 　おかゆ　さつま芋のレモン煮　きんぴらごぼう　　　　　なす汁 　豚肉　さつま芋　レモン　人参　大揚げ　ごぼう　なす
かぼちゃ＆

にんじんリング
ハイハイン

5 水 　牛肉のすき焼き風ごはん(後期) かぼちゃと人参のマッシュ　　　　　　　野菜スープ
　まぐろの炊き込みごはん(中期) かぼちゃと人参のマッシュ　　　　　　　野菜スープ

牛肉のすき焼き風ごはん　まぐろの炊き込みごはん
かぼちゃと人参のマッシュ

小魚せんべい
小魚＆青のり

リング

6 木 　おかゆ　野菜あんかけ肉団子　スパゲッティ　　　コンソメスープ
　挽肉　人参　玉ねぎ　キャベツ

ケチャップ　スパゲッティ
ハイハイン

緑黄色野菜
ボーロ

7 金 　おかゆ　鶏肉と根菜のブロッコリートロトロ煮　　　　野菜スープ
鶏肉　　人参　キャベツ　玉ねぎ

わかめ　コンソメ　片栗粉　スパゲッティ
野菜せんべい

林檎の
ハイハイン

8 土 　おかゆ　肉じゃが風煮　コーンマッシュ　　　　　　　　　麦茶
ミルク

ウエハース
ハイハイン

9 日

10 月 　ほうれん草の煮込みうどん　フルーツ　　　　　　　　　　麦茶
　鶏肉　うどん　ナルト　出し昆布

　ほうれん草　長ネギ

林檎の
ハイハイン

小魚＆青のり
リング

11 火 　おかゆ　カレイとひじきの煮物　野菜ソテー　　　　　すまし汁 　もやし　人参　ピーマン　大天　玉ねぎ ハイハイン
タマゴ
ボーロ

12 水 　おかゆ　鮭のポテトクリーム煮　フルーツ　　　　　　　　麦茶 　鮭のポテトクリーム煮 小魚せんべい
ホットケーキ
麦茶

13 木 　おかゆ　焼魚　切干大根のやわらか煮　　　　　　　　わかめ汁 紅鮭　切干大根　人参　わかめ　豆腐
かぼちゃ＆

にんじんリング
ハイハイン

14 金 　おかゆ　肉じゃが　納豆　　　　　　　　　　　　　　すり身汁 豚肉　じゃが芋　玉ねぎ　すり身　にら
林檎の

ハイハイン
ミルク

ウエハース

15 土 　豆乳ドリア(後期)　人参とポテトのマッシュ　　　　　　　　　　　　　 　麦茶
　しらす雑炊(中期)　人参とポテトのマッシュ　　　　　　　　　　　　　　 麦茶

豆乳ドリア　しらす雑炊　人参とポテトのマッシュ ハイハイン
緑黄色野菜
ボーロ

16 日

17 月

18 火 　しらすと野菜の煮込みうどん　すりおろしりんご しらすと野菜の煮込みうどん　　すりおろしりんご ハイハイン
小魚＆青のり

リング

19 水 　おかゆ　かぼちゃのマッシュ　キャベツとコーンのトロトロ煮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　コンソメスープ

 かぼちゃ　コーン缶詰　コンソメ　キャベツ　玉ねぎ 小魚せんべい
タマゴ
ボーロ

20 木 　おかゆ　野菜煮込みハンバーグ　スパゲッティ　　　じゃが芋汁
挽肉　人参　玉ねぎ　キャベツ スパゲッティ

パン粉　じゃが芋　長ねぎ

林檎の
ハイハイン

フルーツ

21 金 　おかゆ　ほうれん草のおひたし　ひじき炒め　　　　キャベツ汁
　ほうれん草　かつお節　ひじき

　糸コン　人参　 大揚げ　キャベツ
かぼちゃ＆

にんじんリング
ハイハイン

22 土 　和風雑炊(後期)　鶏ささみと根菜の煮物　　　　　　　　　　　　　　　　 麦茶
　とり雑炊(中期)　鶏ささみと根菜の煮物　　　　　　　　　　　　　　　　 麦茶

和風雑炊　とり雑炊
鶏ささみと根菜の煮物

ミルク
ウエハース

緑黄色野菜
ボーロ

23 日

24 月

25 火 　おかゆ　鶏肉と野菜のトロトロ煮　枝豆マッシュ　　　 大根汁
挽肉　人参　玉ねぎ　卵　ピーマン　納豆

佃煮　大根　大揚げ
ハイハイン 野菜せんべい

26 水  (後期)かぼちゃの蒸しパン　お魚とじゃが芋のクリームグラタン　フルーツ　麦茶
 (中期)おかゆ　かぼちゃのグラタン　フルーツ　麦茶

かぼちゃの蒸しパン　お魚とじゃが芋のクリームグラタン
かぼちゃのグラタン

林檎の
ハイハイン

タマゴ
ボーロ

27 木 　おかゆ　豆腐ハンバーグ　さつま芋のマッシュ　　　　　豆腐汁 豆腐　わかめ　大揚げ　豆腐ハンバーグ 小魚せんべい ハイハイン

28 金 　おかゆ　八宝菜　枝豆マッシュ　　　　　　　　　　キャベツ汁
豚肉　人参　ピーマン　玉ねぎ　竹の子 白菜　椎茸

シーフードミックス　枝豆　片栗粉　キャベツ　大揚げ

ミルク
ウエハース

林檎の
ハイハイン

29 土 　海鮮チャーハン(後期)　りんごすりおろし　　　　　　　　　　　　　　　 麦茶
　鮭の海鮮がゆ(中期)　りんごのすりおろし　　　　　　　　　　　　　　　 麦茶

海鮮チャーハン　鮭の海鮮がゆ　りんごすりおろし ハイハイン
緑黄色野菜
ボーロ

30 日

秋　　　　　分　　　　の　　　　　日

振　　　　　替　　　　　休　　　　日

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

おやつ

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

運                 動               会

休　　　　　　　　　　　　　　　　　日

敬　　　　　老　　　　　の　　　　　日

  小浜保育園 

     ～こんな時は無理せずに子どものペースに合わせて～  
    

  食事のときに、食べ物をこね回すなど、遊びだしてしまうことがあります。手づかみ

でも食べているときは励ましながらスプーンの持ち方などを教えます。ただ、食べ物

で遊んでいるときは満腹か、食べたくないのサイン。早めに切り上げましょう。 

9月離乳食献立表 
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