
                     

 

食べることは生きる上で欠かせないことであり、健康な生活を送るための基本となるものです。子ど

もの心と体の成長に大きな影響を与えます。

児童の食習慣において、

べられるようになるかも

食材の代わりに同じような栄養成分を含む食材を摂取することで、解決

 また、子どもたちの味覚や食べる意欲は日々違っているので、昨日まで食べられなかったものが、友

達と一緒に食べたら食べられるようになったり、

り、ほんの少しのきっかけで好きになること

のではなく、

のだけを与えていると、食の体験が狭まり、味覚が広がりません。子ども

体験をすることで、将来、何でも食べられることにもつながります。
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のではなく、調理法や味付けを工夫して食べるきっかけを作れるようにしています。子どもが好きなも

のだけを与えていると、食の体験が狭まり、味覚が広がりません。子ども

体験をすることで、将来、何でも食べられることにもつながります。

食育食育食育食育だよりだよりだよりだより

イラスト：たよりに

                     

食べることは生きる上で欠かせないことであり、健康な生活を送るための基本となるものです。子ど

もの心と体の成長に大きな影響を与えます。

９月の給食のテーマ

「「「「

～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～

児童の食習慣において、極端な偏食（野菜を食べない、肉しか食べないなど）以外は、何年後かに食

べられるようになるかもしれませんので、さほど心配する必要はありません。栄養面の問題も、

食材の代わりに同じような栄養成分を含む食材を摂取することで、解決

また、子どもたちの味覚や食べる意欲は日々違っているので、昨日まで食べられなかったものが、友

達と一緒に食べたら食べられるようになったり、

ほんの少しのきっかけで好きになること

調理法や味付けを工夫して食べるきっかけを作れるようにしています。子どもが好きなも

のだけを与えていると、食の体験が狭まり、味覚が広がりません。子ども

体験をすることで、将来、何でも食べられることにもつながります。

だよりだよりだよりだより

たよりになるね！

                     

食べることは生きる上で欠かせないことであり、健康な生活を送るための基本となるものです。子ど

もの心と体の成長に大きな影響を与えます。 

９月の給食のテーマ≫ 

「「「「好き好き好き好き嫌嫌嫌嫌いいいい

～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～

極端な偏食（野菜を食べない、肉しか食べないなど）以外は、何年後かに食

しれませんので、さほど心配する必要はありません。栄養面の問題も、

食材の代わりに同じような栄養成分を含む食材を摂取することで、解決

また、子どもたちの味覚や食べる意欲は日々違っているので、昨日まで食べられなかったものが、友

達と一緒に食べたら食べられるようになったり、

ほんの少しのきっかけで好きになることも

調理法や味付けを工夫して食べるきっかけを作れるようにしています。子どもが好きなも

のだけを与えていると、食の体験が狭まり、味覚が広がりません。子ども

体験をすることで、将来、何でも食べられることにもつながります。

だよりだよりだよりだより    

なるね！食育ブック

令和元年 

                     福島市立渡利小学校

食べることは生きる上で欠かせないことであり、健康な生活を送るための基本となるものです。子ど

 

 

いいいいしないで食べようしないで食べようしないで食べようしないで食べよう

～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～

    

極端な偏食（野菜を食べない、肉しか食べないなど）以外は、何年後かに食

しれませんので、さほど心配する必要はありません。栄養面の問題も、

食材の代わりに同じような栄養成分を含む食材を摂取することで、解決

また、子どもたちの味覚や食べる意欲は日々違っているので、昨日まで食べられなかったものが、友

達と一緒に食べたら食べられるようになったり、先生に声をかけてもらったら食べられるようになった

も事実です。ですから、

調理法や味付けを工夫して食べるきっかけを作れるようにしています。子どもが好きなも

のだけを与えていると、食の体験が狭まり、味覚が広がりません。子ども

体験をすることで、将来、何でも食べられることにもつながります。

 

の「

本能的に避けるためです。

階なので、様々な味に触れ合うことで、徐々に味

覚が形成され、

苦手

ていき

ックより引用≫

 ９月 

福島市立渡利小学校 

食べることは生きる上で欠かせないことであり、健康な生活を送るための基本となるものです。子ど

しないで食べようしないで食べようしないで食べようしないで食べよう

～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～

極端な偏食（野菜を食べない、肉しか食べないなど）以外は、何年後かに食

しれませんので、さほど心配する必要はありません。栄養面の問題も、

食材の代わりに同じような栄養成分を含む食材を摂取することで、解決

また、子どもたちの味覚や食べる意欲は日々違っているので、昨日まで食べられなかったものが、友

先生に声をかけてもらったら食べられるようになった

事実です。ですから、給食でも

調理法や味付けを工夫して食べるきっかけを作れるようにしています。子どもが好きなも

のだけを与えていると、食の体験が狭まり、味覚が広がりません。子ども

体験をすることで、将来、何でも食べられることにもつながります。

 野菜を苦手と感じる子

の「苦み」や「えぐ

本能的に避けるためです。

階なので、様々な味に触れ合うことで、徐々に味

覚が形成され、

苦手だった味も少しずつたべられるようになっ

ていきます。 

≫ 

 

食べることは生きる上で欠かせないことであり、健康な生活を送るための基本となるものです。子ど

しないで食べようしないで食べようしないで食べようしないで食べよう」」」」    

～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～

極端な偏食（野菜を食べない、肉しか食べないなど）以外は、何年後かに食

しれませんので、さほど心配する必要はありません。栄養面の問題も、

食材の代わりに同じような栄養成分を含む食材を摂取することで、解決することができます

また、子どもたちの味覚や食べる意欲は日々違っているので、昨日まで食べられなかったものが、友

先生に声をかけてもらったら食べられるようになった

給食でも「嫌いなものは出さない」

調理法や味付けを工夫して食べるきっかけを作れるようにしています。子どもが好きなも

のだけを与えていると、食の体験が狭まり、味覚が広がりません。子どもの時代に色々なものを食べる

体験をすることで、将来、何でも食べられることにもつながります。 

野菜を苦手と感じる子どもが

苦み」や「えぐみ」と

本能的に避けるためです。

階なので、様々な味に触れ合うことで、徐々に味

覚が形成され、以前は食べられなかったものや、

だった味も少しずつたべられるようになっ

 

食べることは生きる上で欠かせないことであり、健康な生活を送るための基本となるものです。子ど

～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～～苦手な食べ物にもチャレンジして味覚体験を広げよう～    

極端な偏食（野菜を食べない、肉しか食べないなど）以外は、何年後かに食

しれませんので、さほど心配する必要はありません。栄養面の問題も、

することができます

また、子どもたちの味覚や食べる意欲は日々違っているので、昨日まで食べられなかったものが、友

先生に声をかけてもらったら食べられるようになった

「嫌いなものは出さない」

調理法や味付けを工夫して食べるきっかけを作れるようにしています。子どもが好きなも

時代に色々なものを食べる

どもが多い理由は、

といった野菜独特の味を

本能的に避けるためです。子どもの味覚

階なので、様々な味に触れ合うことで、徐々に味

は食べられなかったものや、

だった味も少しずつたべられるようになっ

食べることは生きる上で欠かせないことであり、健康な生活を送るための基本となるものです。子ど

極端な偏食（野菜を食べない、肉しか食べないなど）以外は、何年後かに食

しれませんので、さほど心配する必要はありません。栄養面の問題も、嫌いな

することができます。 

また、子どもたちの味覚や食べる意欲は日々違っているので、昨日まで食べられなかったものが、友

先生に声をかけてもらったら食べられるようになった

「嫌いなものは出さない」

調理法や味付けを工夫して食べるきっかけを作れるようにしています。子どもが好きなも

時代に色々なものを食べる

多い理由は、野菜

いった野菜独特の味を

味覚は発達段

階なので、様々な味に触れ合うことで、徐々に味

は食べられなかったものや、

だった味も少しずつたべられるようになっ

 

「嫌いなものは出さない」

野菜

いった野菜独特の味を

発達段

階なので、様々な味に触れ合うことで、徐々に味

は食べられなかったものや、

だった味も少しずつたべられるようになっ



十五夜にちなんだ給食を味わいました

≪十五夜献立≫

  

９月３０日の給食で

福島市は、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会においてベトナムのホストタウンに

なっています。今月は、ベトナムに親しんでもらうため、ベトナム料理の「春巻」「ゴイ」「フォー」を

味わいます。「フォー」はベトナム

に密着している料理です。「ゴイ」とは、ベトナム料理の和え物のことです。給食では、キャベツと小松

菜のゴイをいただきます。

ご家庭でも、今回の給食をきっかけにオリンピック・パラリンピックについてのお話しをしてみては

いかがでしょうか。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

モニタリング検査結果をお知らせします

７月１３日～９月１２日までのモニタリング検査の結果は、まるごと検査も含め、全て「検出せず」（検
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お芋の収穫時期でもありました。そのため、十五

夜にお芋をお供えする地域もあり、無事に収穫が

済んだ感謝の気持ちをこめて「芋名月」と呼

ています
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なっています。今月は、ベトナムに親しんでもらうため、ベトナム料理の「春巻」「ゴイ」「フォー」を

を代表する国民的料理で、１日３食フォーを食べる人もいるほど生活

に密着している料理です。「ゴイ」とは、ベトナム料理の和え物のことです。給食では、キャベツと小松

ご家庭でも、今回の給食をきっかけにオリンピック・パラリンピックについてのお話しをしてみては

７月１３日～９月１２日までのモニタリング検査の結果は、まるごと検査も含め、全て「検出せず」（検

 かぼちゃ 

かわいいフリー素材集

十五夜は、旧暦の８月１５日をさします

の十五夜は９月１３日（金）です。旧暦の８月は、

お芋の収穫時期でもありました。そのため、十五

夜にお芋をお供えする地域もあり、無事に収穫が

済んだ感謝の気持ちをこめて「芋名月」と呼

穀物の収穫に感謝し、米を粉にして丸

めて作ったのがお月見団子の始まりといわれて

おひたし お月見ゼリー

福島市は、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会においてベトナムのホストタウンに

なっています。今月は、ベトナムに親しんでもらうため、ベトナム料理の「春巻」「ゴイ」「フォー」を

を代表する国民的料理で、１日３食フォーを食べる人もいるほど生活

に密着している料理です。「ゴイ」とは、ベトナム料理の和え物のことです。給食では、キャベツと小松

ご家庭でも、今回の給食をきっかけにオリンピック・パラリンピックについてのお話しをしてみては

７月１３日～９月１２日までのモニタリング検査の結果は、まるごと検査も含め、全て「検出せず」（検

 キャベツ 

フリー素材集いらすとや

十五夜は、旧暦の８月１５日をさします

の十五夜は９月１３日（金）です。旧暦の８月は、

お芋の収穫時期でもありました。そのため、十五

夜にお芋をお供えする地域もあり、無事に収穫が

済んだ感謝の気持ちをこめて「芋名月」と呼

穀物の収穫に感謝し、米を粉にして丸

お月見団子の始まりといわれて

お月見ゼリー

福島市は、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会においてベトナムのホストタウンに

なっています。今月は、ベトナムに親しんでもらうため、ベトナム料理の「春巻」「ゴイ」「フォー」を

を代表する国民的料理で、１日３食フォーを食べる人もいるほど生活

に密着している料理です。「ゴイ」とは、ベトナム料理の和え物のことです。給食では、キャベツと小松

ご家庭でも、今回の給食をきっかけにオリンピック・パラリンピックについてのお話しをしてみては

７月１３日～９月１２日までのモニタリング検査の結果は、まるごと検査も含め、全て「検出せず」（検

 きゅうり 

いらすとやより

十五夜は、旧暦の８月１５日をさします。今年

の十五夜は９月１３日（金）です。旧暦の８月は、

お芋の収穫時期でもありました。そのため、十五

夜にお芋をお供えする地域もあり、無事に収穫が

済んだ感謝の気持ちをこめて「芋名月」と呼ばれ

穀物の収穫に感謝し、米を粉にして丸

お月見団子の始まりといわれて

お月見ゼリー 

福島市は、東京２０２０オリンピック・パラリンピック競技大会においてベトナムのホストタウンに

なっています。今月は、ベトナムに親しんでもらうため、ベトナム料理の「春巻」「ゴイ」「フォー」を

を代表する国民的料理で、１日３食フォーを食べる人もいるほど生活

に密着している料理です。「ゴイ」とは、ベトナム料理の和え物のことです。給食では、キャベツと小松

ご家庭でも、今回の給食をきっかけにオリンピック・パラリンピックについてのお話しをしてみては

７月１３日～９月１２日までのモニタリング検査の結果は、まるごと検査も含め、全て「検出せず」（検

 豆腐 

より引用≫ 

。今年

の十五夜は９月１３日（金）です。旧暦の８月は、

お芋の収穫時期でもありました。そのため、十五

夜にお芋をお供えする地域もあり、無事に収穫が

ばれ

穀物の収穫に感謝し、米を粉にして丸

を代表する国民的料理で、１日３食フォーを食べる人もいるほど生活

に密着している料理です。「ゴイ」とは、ベトナム料理の和え物のことです。給食では、キャベツと小松

７月１３日～９月１２日までのモニタリング検査の結果は、まるごと検査も含め、全て「検出せず」（検


