４

月

献

立

表

おやつ
日付

きゅうしょく

平成２９年度
エネルギー
（kcal）
たんぱく質（g）
脂質（g）
塩分（g）

未：0.1.2歳児のみ
以：3.4.5歳児のみ
★表示がない日は全員一緒です

たべもののしゅるいとからだのなかでのはたらき

以上児（未満児）

ねつやちからになる

ち・にく・ほねになる

からだのちょうしをととのえる

（きいろのなかま）

（あかのなかま）

（みどりのなかま）

297(297)
5.6(5.6)
もちごめ
1.3(1.3)
0.0(0.0)

入園式：お赤飯

1

土

3

肉野菜うどん・ちくわの磯辺揚げ
月 キャベツとじゃこの酢和え
きよみかん

未：牛乳／以：スキムミルク
お花見もち団子

429(384)
19.4(13.9) うどん もちごめ
5.5(8.1) ねあぶら さとう
2.7(2.1)

4

ごまご飯・カレイの煮つけ
火 かぼちゃとレーズンのサラダ
わかめと豆腐の卵スープ・バナナ

ミルクティー
ピザトースト

486(436)
25.6(22.3) はいがまい
11.9(10.5) ズ さとう
2.5(2.2)

5

水

麦茶ミルク
手作りいちごジャムのせケー
キ

523(439)
はいがまい じゃがいも こむぎこ
20.7(18.3)
さとう マーガリン グラニューと
14.7(12.4)
う おしむぎ なたねあぶら
1.4(1.2)

6

ふきご飯・サバのパン粉焼き
木 ニラといり卵のサラダ
カリフラワーとほうれん草のスープ・季節の果物

ヨーグルト
アーモンドケーキ

546(444)
21.7(17.6)
25.0(19.7)
1.9(1.5)

はいがまい ｱｰﾓﾝﾄﾞﾌﾟｰﾄﾞﾙ こむぎ
ヨーグルト
こ じゃがいも さとう ﾏｰｶﾞﾘﾝ
ン かちり
ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ なたねあぶら ぱんこ
にゅう
ｱｰﾓﾝﾄﾞ かたくりこ

7

ロールパン・ポテトと玉ねぎのグラタン
金 春雨つるつるサラダ
牛乳・はっさく

豆腐と小松菜のみそ汁
豚ごほうご飯

619(512)
23.2(19.2)
23.1(19.3)
3.0(2.4)

ロールパン はいがまい じゃがい
も はるさめ マッシュポテト な
たねあぶら さとう いりごま ぱ
んこ ごまあぶら

8

じゃこピラフ
土 ポテトとツナのサラダ・お魚ソーセージ
牛乳・バナナ

フルーツジュース
パンまたは菓子（パルシステ
ム）

10

小松菜ご飯・スタミナ焼肉
月 納豆五色和え・豆腐とえのきのすまし汁
バナナ

11

胚芽ご飯・クリームシチュー
火 ほうれん草とコーンのサラダ
ゆで卵・きよみかん

12

水

カレーライス
野菜のゆかり和え・ゆで卵・甘夏

給食の先生の手作りパン・ししゃもフライ
チーズポテトサラダ・牛乳・バナナ

今月のレシピ紹介
調味料

いりごま

しょくぱん
かたくりこ

マヨネー
いりごま

5日、黄組さんでいちごジャムを作り
ます。カップケーキにジャムといちごを
のせたケーキです。お楽しみに♪

しお
べにこうじ

あずき

こむぎこ なた
かたくりこ

～いちごジャムのせケーキ～

ちくわ スキムミルク ぶたにく
しらすぼし にぼし ぎゅうにゅう

きよみかん キャベツ
ほうれんそう コーン
おのり

かれい スキムミルク もめんどう
ふ たまご ピザチーズ ウイン
ナー かつおぶし

バナナ
んじん
コーン

ゆでたまご
ク たまご

いちご あまなつ たまねぎ もやし
ツ
にんじん だいこん こまつな
レモンじる にんにく

ぶたにく

スキムミル

ブロッコリー コーン
ほしぶどう ピーマン

に

キャベ
コーン

みりん しょう
ゆ りんごす
しょうゆ しお

ケチャップ
しょうゆ しお

カレールウ

きせつのくだもの きゃべつ カリフラワー
ふき にら ほうれんそう にんじん パセリ
だしこんぶ にんにく

しょうゆ りん
ごす しお チ
キンブイヨン

ぎゅうにゅう ぶたひきにく きぬ
ごしどうふ みそ ピザチーズ ハ
ム にぼし

はっさく たまねぎ にんじん もやし
つな きゅうり ごぼう コーン

りんごす しょ
うゆ みりん

514(415)
15.9'12.9) パンまたはかし はいがまい じゃ
16.5(13.4) がいも マヨネーズ なたねあぶら
1.5(1.2)

ぎゅうにゅう
ツナ かちり

フルーツジュース
ぎ ブロッコリー
け

牛乳
おしるこ（未：もちだんご／
以：白玉）

538(457)
26.2(21.0)
16.8(13.6)
1.9(1.5)

ぎゅうにゅう ぶたにく もめんど
うふ ひきわりなっとう あずき
ハム こおりどうふ かつおぶし

バナナ たまねぎ キャベツ もやし にんじ
ん こまつな えのき ピーマン にんにく
わかめ

しょうゆ りん
ごす しお チ
キンブイヨン
しお

ミルクティー
さくらクッキー

574(510)
23.1(20.9) はいがまい こむぎこ じゃがいも
17.3(14.6) さとう マーガリン なたねあぶら
1.5(1.2)

たまご とりにく ぎゅうにゅう
スキムミルク たまご ハム

きよみかん ほうれんそう にんじん たまね
ぎ キャベツ もやし コーン ブロッコリー
マッシュルーム はっさく

りんごす

具だくさん豚汁
ごま塩おにぎり

611(531)
23.7(20.8)
25.8(22.9)
2.5(2.1)

ぎゅうにゅう
ダイスチーズ
こおりどうふ

バナナ ブロッコリー
ぎ にんじん ごぼう

しお ドライ
イースト

はいがまい しらたまこ じゃがい
も マヨネーズ さとう しらたま
ふ なたねあぶら かたくりこ も
ちごめ

はいがまい きょうりきこ じゃが
いも ぱんこ なたねあぶら こむ
ぎこ マヨネーズ さとう くろご
ま

さば たまご ベーコ
あぶらあげ ぎゅう

かぼｖは
たまねぎ
わかめ

にんじん たまねぎ
えのき いんげん あ

おさかなソーセージ

ししゃも ぶたにく
むえんバター みそ
にぼし

バナナ
コーン

にんじん
ピーマン

こま

だいこん
やきのり

たまね
しいた

コーン

ね

しお
べにこうじ

しお

19日はピクニックです★

13

野菜たっぷりソース焼きそば
木 ボイルウインナー・さつまじゃこ
ホタテ入り小松菜スープ・季節の果物

のむヨーグルト
甘夏ケーキ

604(481)
ちゅうかめん さつまいも こむぎ
20.4(17.3)
こ さとう マーガリン なたねあ
17.1(14.1)
ぶら かたくりこ ごまあぶら
2.4(1.9)

のむヨーグルト ぶたにく ウイン
ナー たまご ほたて かちり ス
キムミルク

きせつのくだもの もやし キャベツ たまね
ぎ たまねぎ にんじん あまなつ だいこん
こまつな

ちゅうのうソー
ス しお

14

胚芽ご飯・鮭のコーンマヨネーズ焼き
金 スナップえんどう入り筑前煮
なめこと油揚げのみそ汁・いよかん

麦茶
オレンジババロア

526(435)
24.9(19.8) はいがまい
19.4(15.5) かたくりこ
1.6(1.3)

さけ とりにく なまクリーム
ぎゅうにゅう みそ あぶらあげ
にぼし ゼラチン

みかんジュース いよかん たまねぎ みかん
かんづめ れんこん にんじん なめこ たけ
のこ コーン あさつき スナップエンドウ

みりん しょう
ゆ しお

フルーツジュース
パンまたは菓子（パルシステ
ム）

585(470)
パンまたはかし スパゲティー さ
20.5(16.6)
つまいも マーガリン いりごま
19.6(15.8)
マーガリン なたねあぶら
1.8(1.4)

ぎゅうにゅう ぶたひきにく おさ
かなソーセージ ダイスチーズ

フルーツジュース バナナ たまねぎ にんじ
ん コーン えのき ブロッコリー ピーマン
にんにく あおのり

しょうゆ

しょうゆ りん
ごす しお か
れーこ

和風スパゲティー・さつまいもサラダ
お魚ソーセージ・牛乳・バナナ

さとう マヨネーズ
なたねあぶら

15

土

17

たけのこご飯・豚肉と野菜のカレー炒め
月 豆腐サラダ・ほうれん草とえのきのすまし汁
甘夏

麦茶ミルク
オートミールバー

513(414)
23.7(19.3)
17.3(13.3)
2.2(1.8)

はいがまい こむぎこ オートミー
ル さとう マーガリン ピーナッ
ツクリーム なたねあぶら ごまあ
ぶら かたくりこ しらたまふ

ぶたにく スキムミルク もめんど
うふ たまご ぎゅうにゅう ハム
あぶらあげ けずりぶし

あまなつ たまねぎ にんじん だいこん
うれんそう きゅうり たけのこ えのき
ピーマン だしこんぶ

18

胚芽ご飯・昔ながらのコロッケ
火 アスパラとツナのチーズサラダ
具だくさんみそ汁・はっさく

ミルクティー
まるごとレモンケーキ

617(551)
21.3(19.2)
20.2(17.6)
2.3(1.9)

はいがまい じゃがいも こむぎこ
ぱんこ マーガリン さとう こむ
ぎこ マッシュポテト こんにゃく
なたねあぶら オリーブオイル

スキムミルク ツナ ぶたひきにく
たまご ぎゅうにゅう みそ あぶ
らあげ にぼし こなチーズ

はっさく たまねぎ コーン グリーンアスパ
ラガス キャベツ きゅうり ねぎ だいこん
ごぼう にんじん レモンかじゅう

ウスターソース
しお

19

★入園・進級おめでとうピクニック★ロールパン
水 手ごねハンバーグ・ポテトサラダ・りんごジュース
バナナ 以のみ：お魚ソーセージ

未：牛乳／以：スキムミルク
チャーハン

645(524)
ロールパン じゃがいも
26.8(18.2)
い マヨネーズ ぱんこ
21.8(20.5)
ぶら
2.1(1.3)

ぶたひきにく スキムミルク もめ
んどうふ おさかなソーセージ ツ
ナ ぎゅうにゅう

りんごジュース バナナ たまねぎ にんじん
コーン グリーンアスパラガス ねぎ

ケチャップ し
お しょうゆ

20

スパゲティーミートソース
木 ちくわ入りさっぱりサラダ
えのきスープ・季節の果物

麦茶ミルク
じゃがいものもちもちおやき

497(434)
スパゲティー じゃがいも こむぎ
21.5(19.0)
こ なたねあぶら マーガリン か
13.4(11.5)
たくりこ いりごま
2.5(2.1)

ぶたひきにく スキムミルク ちく
わ たまご とうにゅう こおりど
うふ こなチーズ

きせつのくだもの たまねぎ にんじん キャ
ベツ ほうれんそう ピーマン クリームコー
ン もやし えのき コーン カリフラワー
だしこんぶ

ケチャップ
しょうゆ りん
ごす しお

21

人参ご飯・白身魚のマヨネーズ焼き
金 切り干し大根とひじきの煮物
カリフラワーとほうれん草のスープ・はっさく

牛乳
手作りパン

491(408)
はいがまい きょうりきこ マヨ
18.9(15.5)
ネーズ さとう なたねあぶら か
16.6(14.0)
たくりこ
2.7(2.2)

ぎゅうにゅう
バター ハム

メルルーサ
さつまあげ

むえん

はっさく にんじん たまねぎ
ほうれんそう かぶ いんげん
こん パセリ だしこんぶ

しょうゆ しお
ドライイースト

22

ツナと野菜のピラフ
土 ウインナーとじゃがいものソテー
チーズ・牛乳・いよかん

フルーツジュース
パンまたは菓子（パルシステ
ム）

576(477)
18.6(15.4) はいがまい パンまたはかし
22.6(18.7) がいも オリーブオイル
2.5(1.9)

ぎゅうにゅう
チーズ

ウインナー

ツナ

24

★なかよし給食★胚芽ご飯
麦茶
月 鶏もも肉の香草パン粉焼き・厚揚げとじゃがいものそぼ
米粉のかぼちゃケーキ
ろ煮・春雨スープ・いちご

484(401)
18.0(16.3)
16.8(10.9)
1.4(1.1)

25

さつま揚げとわかめのうどん
火 じゃがいもとアスパラのガーリックソテー
ボイルウインナー・のり塩揚げ大豆・バナナ

未：牛乳／以：スキムミルク
にんじんもちだんご

26

★お楽しみ給食：物語メニュー★
水 おやゆびひめサンド・タンドリーチキン
ミネストローネ・いちご

27

28

はいがま
なたねあ

じゃ

はいがまい じゃがいも こめこ
さとう パンこ はるさめ なたね
あぶら いりごま オリーブオイル
かたくりこ ごまあぶら

ほ

カリフラワー
きりぼしだい

フルーツジュース いよかん たまねぎ
じん ピーマン コーン にんにく

にん

ケチャップ
お

しお

し

とりにく あつあげ とうにゅう
ぶたひきにく かつおぶし

いちご たまねぎ かぼちゃ もやし にんじ
ん いんげん パセリ にんにく わかめ

しょうゆ
ん しお

525(463)
うどん じゃがいも もちごめ な
21.8(16.2)
たねあぶら かたくりこ いりごま
14.7(16.5)
さとう マーガリン
3.0(2.3)

スキムミルク さつまあげ ウイン
ナー だいずみずに かつおぶし
にぼし ぎゅうにゅう

バナナ
コーン
わかめ

ほうれんそう たまねぎ にんじん
グリーンアスパラガス あかピーマン
にんにく あおのり

みりん しょう
ゆ しお

のむヨーグルト
みかん風味ケーキ

579'455)
20.3(18.2)
23.5(15.8)
2.0(1.6)

のむヨーグルト とりももにく た
まご ヨーグルト ダイスチーズ
ベーコン

いちご コーン みかんジュース にんじん
ブロッコリー トマトピューレ トマト たま
ねぎ キャベツ ほしぶどう にんにく

ケチャップ
しょうゆ しお
チキンブイヨン
カレーこ

胚芽ご飯・トマトたっぷりドライカレー
木 大根とツナのサラダ
うずらのゆで卵・季節の果物

ミルクティー
未：ナッツクッキー／以：
チョコナッツクッキー

613(514)
はいがまい
23.2(20.2)
マーガリン
24.6(19.8)
かたくりこ
1.7(1.4)

ぶたひきにく ウズラ卵 スキムミ
ルク ツナ たまご こおりどうふ
こなチーズ ぎゅうにゅう

きせつのくだもの たまねぎ ダイストマトか
ん だいこん にんじん ブロッコリー ピー
マン きゅうり ほしぶどう トマトピューレ
にんにく

ウスターソース
しお カレーこ

いろどり菜めし・さわらのねぎ味噌焼き
金 根菜と鶏肉の煮物
豆腐とあさつきのすまし汁・バナナ

牛乳
おからときなこのドーナツ

511(427)
はいがまい こむぎこ さとう な
24.0(19.4)
たねあぶら マーガリン マヨネー
17.9(14.8)
ズ かたくりこ
1.8(1.4)

ぎゅうにゅう さわら もめんどう
ふ
たまご とりももにく おか
ら けずりぶし みそ きなこ

だいこん バナナ にんじん こまつな えの
き あさつき ねぎ さやえんどう しょうが
ほししいたけ わかめ

しょうゆ

ご入園・進級おめでとうございます。
あたたかい春がやってきました。4月になり、お友だちのみなさんは、ひとつ
ずつお兄さん、お姉さんになりましたね。
給食室では、「おいしくて、みんなが残さず食べてくれる給食づくり」「みん
なが給食を楽しみに保育園に来てくれること」が目標です。
乳幼児は体のあらゆる機能が発達段階にあり、安全な食事から栄養素を摂取す
ることが第一です。
お友だちや先生と食事をすることで、食べ物に関心をもち、食べる楽しさを
知ったり、食事のマナーも身につけてほしいと思います。生活リズムをととのえ
ることも大切ですね。
毎日一生懸命遊んで、たくさん食べて、よく寝て、大きく成長してください★
みなさんの成長を楽しみにしています。一年間よろしくお願いします。
栄養士 河本 圭子・飯田 旭平・山下 博子

しょくぱん さつまいも こむぎこ
さとう マーガリン マヨネーズ
じゃがいも なたねあぶら マカロ
ニ かたくりこ オリーブオイル
こむぎこ さとう
マヨネーズ くるみ
なたねあぶら

○献立表について○
食品の種類と体内での働きがわかるよう、きいろ・あ
か・みどりグループの食材を表示します。
子ども達が読めるようにひらがな・カタカナ表記にして
あります。おうちでも、お子さんと一緒に食品のグループ
分けをしてみてください。
☆きいろ
熱や力になる
☆あか
血・肉・骨になる
☆みどり
体の調子をととの
える

＜ジャムのレシピ：いちご1パック（約
300ｇ）分＞
いちご1パック・砂糖80～100ｇ・
レモン汁大さじ1
いちごはへたをとって鍋に入れ、砂糖
とレモン汁をかけて約1時間おいておき
ます。
いちごから水分が出てきたら弱火で煮
詰めてジャムにします。途中あくをとり
ながら、こがさないようにします。
＜ケーキのレシピ：カップ10個分＞
小麦粉120ｇ、ベーキングパウダー2
ｇ、バター（またはマーガリン）58ｇ、
砂糖58ｇ、たまご2個
小麦粉とベーキングパウダーを合わせ
てふるっておきます。
ボールにとかしたバター、砂糖、卵を
入れもったりするまで混ぜます。粉を
さっくり混ぜ合せ、カップに流し180度
で10～12分焼きます。
焼きあがったら冷ましておいたジャム
をのせ、いちごものせて完成です♪

みり

赤、黄、白組さんはバスに乗ってピク
ニック！
給食メニューは、ロールパン、手ごね
ハンバーグ、ポテトサラダ、りんご
ジュース、バナナです。赤組以上はお魚
ソーセージもつきます。
当日お天気に恵まれますように☆
○手ごねハンバーグ：豚ひき肉、玉ねぎ、
木綿豆腐、パン粉、塩、水を混ぜてこね、
俵型にしてオーブンで焼き、仕上がりに
トマトケチャップをつけます。
○ポテトサラダ：じゃがいも、人参、ア
スパラ、玉ねぎ、コーン、ツナをマヨ
ネーズ、塩で和えます。

26日お楽しみ給食
○おやゆびひめサンド：食パンをゼリー
カップに入れ、ミニトマトをのせます。
サラダはさつまいも、人参、ブロッコ
リー、コーン、ダイスチーズ、干しぶど
うをマヨネーズ、塩で和えます。
○タンドリーチキン：きざみにんにく、
プレーンヨーグルト、カレー粉、トマト
ケチャップ、オリーブオイル、醤油、塩、
片栗粉を混ぜて鶏肉と和えてオーブンで
焼きます。
○ミネストローネ：マカロニをかたゆで
しておきます。トマトは輸向きしておき
ます。ベーコン、玉ねぎ、人参、キャベ
ツ、トマト、じゃがいもを煮てトマト
ピューレ、チキンブイヨン、砂糖、塩を
加えて味をととのえます。

★パルシステムから果物を購入し
ます★
毎週木曜日の果物は「季節の果物」と
いう表示になっています。
今年度の木曜日は、パルシステムのカ
タログから、使う週の1週間前に、その
時に載っている国産の果物を選んで提供
したいと思います。
5日は『でこぽん』、13日は『カラン
マンダリン』の予定です。
提供した果物は、サンプル掲示やホー
ムページのブログで紹介します。
納品の都合で欠品の場合には、普段の
八百屋さんから購入することもあります。
ご了承ください。

しお

★お楽しみ給食★
今年度のお誕生日会は『世界の童話』をテーマに実施されます。給食も
物語に合わせてメニューを考えていきます。毎月、献立表でメニューを紹
介します。お誕生日会当日のサンプル掲示で写真や、ホームページのブロ
グでも写真やレシピを紹介していきますので、ぜひご覧ください。
4月『おやゆび姫』 お花からおやゆび姫が出てきたことをイメージし
て、ゼリーカップに食パンをお花のように入れて、真ん中にサラダ、上に
ミニトマトをのせたいと思います。
～前年度3月～日本の昔話より『はなさかじいさん』
枯れ木に花を咲かせるように、材料を花形にくりぬいて華やかにしました。
おやつのゼリーは、りんごを花形にくりぬき、ぶどうゼリーも花形に抜い
てゼリーに飾りました。
※写真は前年度3月のお昼とおやつです。

「食育」＝食事の自己管理能力を養う教育
子ども達が自分自身で健康を守り、健全で豊かな食生活を送るための能力、「食事
の自己管理能力」を育てるのが「食育」です。
石和第三保育所では、年齢に合わせた食育プログラムをたて、月々実施していきます。
絵本あそびや、月刊誌と連動したクッキングなど楽しい活動がいっぱい！保育士と連
携しながら行なっていきます。
毎月の献立表の中で、クラスの食育活動や季節のお話の紹介をしていきます。お楽し
みに☆
朝のお集まりでは、その日に使う野菜や果物などを見せながら、栄養士がお話をして
います。食材を見ることで食べることに興味を持ってほしいと思います。
白組さんでは給食づくりのお手伝いとして、毎日、人参と玉ねぎの皮むきをしてくれ
ます。黄組さんも一緒に行い、少しずつ自分たちでできるように練習していきます。お
うちでもぜひ、お子さんと一緒にやってみてください♪
～4月の食育活動の紹介～
赤組 サラダづくり・おにぎりづくり
黄組 いちごジャムづくり（おやつのケーキにのせるジャムを作ります）
黄・白組 サラダづくり・おにぎりづくり・クッキーづくり・パンづくり・三色のバ
ランスぬりえ・はしの使い方指導・食器の置き方指導
白組 おはしで豆つかみ

※献立は都合により変更になることがあります。

★なかよし給食について★
石和第三保育所では、月に1回なかよし給食を実施して
います。可能な限りアレルゲンの入らない物で献立を立
てています。アレルギーのあるお子さんも、みんな一緒
に食べられるメニューになっています。
メニューによっては、食材、調味料等で一部除去に
なってしまうこともあります。ご了承ください。
～4月のメニュー紹介～
○鶏もも肉の香草パン粉焼き：きざみにんにく、パセリ
のみじん切り、オリーブオイル、塩、パン粉を混ぜて鶏
肉と和えてオーブンで焼きます。
○厚揚げとじゃがいものそぼろ煮：豚ひき肉を油で炒め
て、じゃがいも、玉ねぎ、人参、さやいんげん、厚揚げ
を加えて煮て醤油、砂糖、みりんで味付けし、仕上げに
水溶き片栗粉で水分を閉じ込めます。
○春雨スープ：もやし、玉ねぎ、春雨、わかめをかつお
だしで煮て塩、ごま油、いりごまを加えます。

☆アレルギーがあり、献立の詳しい内容を把握しておきたい方はご相談ください。

♪保育園で使っている調味料の紹介♪
素材の持ち味を引き出し、味のバランスを整える調味料。保育園で
は主に「大地を守る会」、「パルシステム」より購入しています。
国産原料にこだわって、時間をかけてじっくり熟成されている調味料
を購入しています。今月から数回にわたり紹介していきます。
＜＜醤油＞＞
できるだけ農薬を使わないで育てた国産大豆で、仕込から熟成ま
でに一年以上かけてじっくりと仕込まれた、大地を守る会オリジナ
ルの醤油です。甘みとコクのある香りがたちのぼり、丸みのある塩
見とまろやかなうまみが感じられます。

★おすすめ食育絵本★

石和第三保育所

栄養士：河本

圭子・飯田

旭平・山下

博子 kyuushoku@isawadaisan.com

