６

月

献
おやつ

日付

きゅうしょく

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

立

表

エネルギー
（kcal）
たんぱく質
（g）
脂質（g）
塩分（g）
以上児（未満児）

平成３０年度
たべもののしゅるいとからだのなかでのはたらき
○がついているものは午後のおやつの材料です

エネルギーのもとになる
（きいろのなかま）
炭水化物・脂質
ご飯・パン・めん
いも類・油・バター・砂糖

からだをつくるもとになる
（あかのなかま）
タンパク質・ミネラル
魚・卵・肉・牛乳・乳製品
豆・豆製品・海藻類

からだのちょうしをととのえる
（みどりのなかま）
ビタミン・ミネラル
野菜・果物・きのこ類

調味料

もやしと小松菜のみそ汁
青菜わかめご飯

549(456)
ロールパン マカロニ マヨネー
21.6(17.7)
ズ さとう かたくりこ なたね
18.2(15.3)
あぶら ○はいがまい
2.4(1.9)

ぎゅうにゅう ぶたにく ダイ
スチーズ ハム ○あおなわか
めのもと ○のり ○みそ ○
あぶらあげ ○にぼし

バナナ トマトピューレ たまねぎ ダイ
スカットトマトかん ブロッコリー えの
き だいこん しめじ にんじん マッ
シュルーム コーン きゅうり にんにく

野菜ジュース
菓子（パルシステム）

468(419)
15.6(14.2) はいがまい じゃがいも
16.6(14.9) ネーズ なたねあぶら
1.6(1.4)

ぎゅうにゅう ウインナー
チーズ しらすぼし

くだもの たまねぎ ブロッコリー にん
ケチャップ
じん ピーマン しいたけ ○やさい
しお
ジュース

卵類
類

【虫歯予防の日】カルシウムたっぷりご飯
月 ししゃもフライ・キャベツのシーザーサラダ
けんちん汁・甘夏

【蒸しﾊﾟﾝの日】未：牛
乳／以：ｽｷﾑﾐﾙｸ・ﾏｰﾏﾚｰ
ﾄﾞｼﾞｬﾑ蒸しﾊﾟﾝ

518(451)
24.8(18.9)
15.2(17.2)
1.9(1.4)

ししゃも なまあげ ﾖｰｸﾞﾙﾄ
しらす ﾍﾞｰｺﾝ にぼし こな
ﾁｰｽﾞ ほしえび ○ぎゅうにゅ
う ○とうにゅう ○たまご

あまなつ キャベツ にんじん ブロッコ
リー コーン かぶ こまつな ごぼう
しょうゆ
きゅうり パセリ ほししいたけ ○マー りんごす
マレードジャム

海藻類
も類

5

親子遠足：お弁当（おやつも持参）
火 【保育園で保育のお友だち】胚芽ご飯・カレイの
煮つけ・かぼちゃサラダ・みそ汁・果物

【保育のお友だち】
麦茶・菓子（パルシステ
ム）

くだもの
れんそう
だいこん

肉類 牛乳
乳製品

6

【梅の日】
水 納豆スパゲティー・梅ドレッシングサラダ
玉ねぎと豆腐のすまし汁・バナナ

ミルクティー
ずんだクッキー

500(416)
21.2(18.1)
13.9(11.2)
1.6(1.3)

スパゲティー なたねあぶら い
りごま さとう しらたまふ ○
こむぎこ ○マーガリン ○さと
う

ひきわりなっとう もめんどう
ふ しらすぼし かつおぶし
きりのり わかめ ○スキムミ
ルク ○たまご

バナナ キャベツ だいこん こまつな
しょうゆ
えのき たまねぎ もやし しめじ きゅ
りんごす
うり にんじん ねぎ にんにく ねりう
しお
め しょうが ○えだまめ

肉類
類

いも

7

ロールパン・手ごねハンバーグトマトソース
木 キャベツとツナのごまサラダ
牛乳・季節の果物

具だくさんみそ汁
鮭のおにぎり

558(465)
23.2(19.0)
20.9(17.5)
2.0(1.6)

ロールパン じゃがいも マヨ
ネーズ ぱんこ いりごま かた
くりこ ○はいがまい ○じゃが
いも

ぎゅうにゅう ぶたひきにく
ﾂﾅ とうにゅう こおりどうふ
ひじき ○さけﾌﾚｰｸ ○みそ
○にぼし ○のり

くだもの たまねぎ もやし こまつな
にんじん コーン ダイスカットトマトか
んづめ ○だいこん ○ねぎ ○にんじん
○ごぼう

卵類
こ類

きの

8

【時の記念日メニュー】時計そぼろご飯
金 金時豆の甘煮・春雨マヨネーズサラダ
えのきと豆腐のすまし汁・バナナ

麦茶ミルク
メープルケーキ

570(471)
20.2(17.2)
18.2(14.6)
1.3(1.1)

はいがまい はるさめ ﾏﾖﾈｰｽﾞ
しらたまふ さとう かたくりこ
○こむぎこ ○ﾏｰｶﾞﾘﾝ ○ﾒｰﾌﾟﾙｼ
ﾛｯﾌﾟ ○ｺｰﾝｽﾀｰﾁ ○さとう

ぶたひきにく きぬごしどうふ
バナナ ほうれんそう もやし にんじん
ハム かつおぶし ○スキムミ
しょうゆ
きゅうり ブロッコリー コーン えほき
ルク ○たまご ○ぎゅうにゅ
しお
グリーンアスパラガス
う

魚介類
藻類

海

9

土

和風スパゲティー・おさかなソーセージ
もやしサラダ・牛乳・果物

野菜ジュース
菓子（パルシステム）

459(409)
スパゲティー じゃがいも マヨ
くだもの もやし たまねぎ にんじん
16.6(14.9)
ぎゅうにゅう ぶたひきにく
しょうゆ
ネーズ いりごま マーガリン
コーン えほき キャベツ ピーマン に
15.1(13.4)
おさかなソーセージ あおのり
しお
なたねあぶら
んにく ○やさいジュース
1.5(1.3)

海藻類
類

卵

11

パセリご飯・ひよこ豆入りドライカレー
月 コロコロ野菜サラダ
大根とベーコンのスープ・甘夏

ミルクティー
さつまいものガレット

563(471)
はいがまい ﾏﾖﾈｰｽﾞ かたくりこ
21.5(18.4)
なたねあぶら ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ ○さつ
19.7(15.8)
まいも ○ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ○さとう
1.9(1.6)

12

【なかよし給食】胚芽ご飯・未：カレイの味噌煮
火 ／以：サバの味噌煮・切り干し大根とツナのレモ
ンサラダ・刻み昆布入りすまし汁・バナナ

麦茶
きび入りもちだんご甘辛
だれ

569(4219
はいがまい さとう すりごま
さば あぶらあげ ツナ かつ バナナ たまねぎ だいこん きゅうり
みりん し
28.3(22.2)
オリーブオイル しらたまふ ○ おぶし みそ かれい きざみ ほうれんそう にんじん えのき きりぼ お ○しょ
22.5(13.1)
もちごめ ○きび ○かたくりこ こんぶ ○きなこ
しだいこん れもんじる しょうが
うゆ
1.4(1.1)

牛乳乳製品
卵類

13

ロールパン・かぼちゃグラタン
水 角切り野菜の甘酢和え
牛乳・甘夏

飲むヨーグルト
豚肉とわかめのひやむぎ

568(484)
ロールパン じゃがいも ぱんこ
24.1(20.6)
さとう なたねあぶら ○ひやむ
16.8(14.3)
ぎ
2.4(2.0)

ぎゅうにゅう ぶたひきにく
ピザチーズ しらす ○のむ
ヨーグルト ○ぶたももにく
○にぼし ○わかめ

あまなつ
だいこん
たまねぎ

豆類
こ類

きの

14

ジャージャー麺
木 冷やっこトマトドレッシング
アスパラと人参のほたてスープ・季節の果物

牛乳
ツナチャーハン

510(431)
ちゅうかめん さとう かたくり
21.3(17.9)
こ なたねあぶら ごまあぶら
15.8(13.4)
○はいがまい ○なたねあぶら
2.0(1.6)

きぬごしどうふ ぶたひきにく
ほたてがいみずに みそ しら
す こおりどうふ ○ぎゅう
にゅう ○ツナ

くだもの たまねぎ もやし にんじん トマ
ト アスパラ きゅうり ブロッコリー カリ
フラワー しめじ コーン にんにく しょう
が ○にんじん ○ねぎ ○コーン

卵類
類

いも

15

胚芽ご飯・鶏もも肉のチーズ焼き
金 ほうれん草と野菜のごま和え
かにかまぼこ入りビーフンスープ・すいか

麦茶ミルク
キャベツとコーンのお好
み焼き

481(393)
22.9(21.4)
14.3(8.5)
1.9(1.5)

とりももにく ピザチーズ か
にかまぼこ わかめ ○スキム
ミルク ○たまご ○ほしえび
○あおのり

すいか ほうれんそう
コーン カリフラワー
んじん えのき ねぎ
ツ ○コーン

16

ツナとしめじのカレーピラフ
土 大根とハムのサラダ
チーズ・牛乳・バナナ

野菜ジュース
菓子（パルシステム）

466(417)
16.0(14.5) はいがまい
17.6(15.7) リン
1.3(1.1)

18

月

【おにぎりの日】小松菜
と玉ねぎのすまし汁
ゆかりとしらすのご飯

418(339)
16.3(13.1) うどん こむぎこ マヨネーズ
9.9(8.0) なたねあぶら ○はいがまい
2.6(2.1)

19

夏野菜ビビンバ
火 さつまいものレモン煮・うずらの卵
ほうれん草と大根のほたてスープ・甘夏

抹茶ミルク
ごまクッキー

567(512)
21.3(19.5)
15.8(14.6)
1.8(1.6)

はいがまい さつまいも さとう
うずらのたまご ぶたひきにく
ごまあぶら かたくりこ なたね
ほたてがいみずに こおりどう
あぶら ○こむぎこ ○さとう
ふ ○スキムミルク ○たまご
○ﾏｰｶﾞﾘﾝ ○ごま ○ｺｰﾝｽﾀｰﾁ

あまなつ きゅうり もやし だいこん
あかピーマン きピーマン ほうれんそう しょうゆ
にんじん コーン カリフラワー れもん しお
じる にんにく

20

【お誕生日会】ツナピラフ
水 若鶏の洋風照り焼き・夏野菜たっぷりサラダ
大根とじゃがいものスープ・メロン

ミルクティー
ヨーグルトケーキ

545(429)
21.7(20.2)
18.1(11.5)
1.7(1.3)

はいがまい じゃがいも マヨ
とりにく ツナ ○スキムミル
ネーズ かたくりこ オリーブオ
ク ○たまご ○プレーンヨー
イル ○こむぎこ ○さとう ○
グルト
マーガリン

ﾒﾛﾝ たまねぎ かぼちゃ きゅうり ｺｰﾝ
ｹﾁｬｯﾌﾟ ｿｰｽ
きのこ類
にんじん ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ほうれんそう ﾋﾟｰﾏﾝ
しお ﾁｷﾝﾌﾞ
だいこん あかﾋﾟｰﾏﾝ ｱｽﾊﾟﾗ ﾚﾀｽ ﾄﾏﾄ
海藻類
ｲﾖﾝ
いんげん ｵｸﾗ くだものかんづめ

21

麦ご飯・新ごぼうのクリームシチュー
木 切り干し大根中華サラダ
黒花豆甘煮・季節の果物

飲むヨーグルト
黒砂糖ケーキ

540(452)
14.5(12.2)
13.3(10.8)
1.3(1.1)

はいがまい じゃがいも おしむ
ぎ いりごま さとう ごまあぶ ぶたひきにく ○ヨーグルト
ら なたねあぶら ○こむぎこ
○たまご ○なまクリーム
○ﾏｰｶﾞﾘﾝ ○ｺｰﾝｽﾀｰﾁ

くだもの ブロッコリー にんじん たま
ねぎ もやし ごぼう カリフラワー
しょうゆ
キャベツ きりぼしだいこん にんにく
りんごす
○ほしぶどう

22

金

手作りパン・チキンカツ
ジャーマンポテト・牛乳・バナナ

キャラメルミルク
ずんだもちだんご

640(555)
24.5(21.3)
24.1(19.9)
1.4(1.2)

じゃがいも きょうりきこ ぱん
ぎゅうにゅう とりももにく
バナナ アスパラ コーン ブロッコリー
こ なたねあぶら さとう こむ
しお ドラ
むえんバター ベーコン ○ス にんじん たまねぎ にんにく ○えだま
ぎこ マーガリン ○もちごめ
イイースト
キムミルク ○きなこ
め
○さとう

23

土

野菜と豚肉のうどん・おさかなソーセージ
かぼちゃとレーズンのサラダ・牛乳・果物

野菜ジュース
菓子（パルシステム）

422(378)
15.6(14.0)
うどん
11.2(10.3)
2.2(1.8)

25

きび入り胚芽ご飯・チリコンカン
月 もやしと小松菜と人参の三色ごま和え
うずらの卵・バナナ

未：牛乳／以：スキムミ
ルク・ブルーベリージャ
ム蒸しパン

553(464)
20.7(14.9)
16.5(17.4)
1.6(1.2)

はいがまい きび マーガリン
なたねあぶら さとう ごま ○
こむぎこ ○さとう ○マーガリ
ン

うずらのたまご ぶたひきにく
だいずみずに ベーコン ○ス
キムミルク ○たまご ○ぎゅ
うにゅう

26

胚芽ご飯・さわらのカレーマヨネーズ焼き
火 鶏肉と野菜のうま煮
玉ねぎとえのきのすまし汁・甘夏

麦茶
手作りメロンパン

605(497)
22.4(17.9)
21.1(16.7)
1.6(1.3)

はいがまい マヨネーズ いとこ
んにゃく さとう かたくりこ
なたねあうｂら ○きょうりきこ
○こむぎこ ○マーガリン

さわら とりにく きぬごしど
あまなつ たまねぎ ごぼう だいこん
うゆ こおりどうふ かつおぶ
にんじん コーン えのき いんげん ア
し わかめ ○むえんバター
スパラ あさつき
○たまご

麦茶ミルク・未：味噌だ
れもち団子／以：くるみ
だれもち団子

596(491)
23.9(20.3)
19.6(15.3)
2.1(1.8)

ちゅうかめん じゃがいも さと
う なたねあぶら ﾏﾖﾈｰｽﾞ かた
くりこ すりごま ごまあぶら
○もちごめ ○くるみ ○ごま

ぶたガラ だいずみずに
ももにく ダイスチーズ
グルト ○スキムミルク
そ

1

【牛乳の日】
金 ロールパン・豚肉と野菜のトマト煮込み
マカロニサラダ・牛乳・バナナ

2

土

4

じゃこピラフ・メキシカンサラダ
チーズ・牛乳・果物

肉野菜うどん・ちくわの磯辺揚げ
ツナと大根のマヨネーズ和え・バナナ

マヨ

はいがまい ぱんこ なたねあぶ
ら こむぎこ オリーブオイル
いりごま さとう ○ホットケー
キミックス

364
15.3 はいがまい
8.6 かたくりこ
1.4

マヨネーズ

さとう カレイ
わかめ

はいがまい すりごま かたくり
こ ビーフン さとう ○こむぎ
こ ○おこのみやきミックスこ
○なたねあぶら
マヨネーズ

手作りだれの冷やし中華・甘辛揚げ大豆
水 じゃがいものヨーグルトドレッシングサラダ
バナナ

28

木

肉味噌丼・小松菜とコーンのサラダ
豆腐と人参のすまし汁・季節の果物

キャラメルミルク
手作りきなこクリームサ
ンド

526(450)
はいがまい
24.9(21.2)
かたくりこ
11.0(8.9)
しょくぱん
2.2(1.8)

29

ロールパン・鮭のフライタルタルソース
金 ほうれん草とえのきのサラダ
牛乳・バナナ

油揚げと水菜のすまし
汁・豆乳味噌だれの焼き
おにぎり

559(460)
23.9(19.0)
20.9(17.3)
2.2(1.7)

30

メキシカンピラフ・おさかなソーセージ
土 キャベツのツナマヨネーズ和え
牛乳・果物

野菜ジュース
菓子（パルシステム）

449(412)
14.2(12.9) はいがまい
14.3(13.7) ブオイル
1.2(1.1)

みそ

にぼし

ぶたひきにく さつまあげ ひよ
こまめ みずにだいず ﾍﾞｰｺﾝ ﾀﾞｲ
ｽﾁｰｽﾞ ○ｽｷﾑﾐﾙｸ ○たまご ○
ぎゅうにゅう ○ﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ

マーガ ぎゅうにゅう
チーズ
ちくわ
りぶし
しらす

ハム

さとう すりごま
なたねあぶら ○
○さとう

ブロッコリー ほう
コーン にんじん
しょうゆ

ちゅうのう
ソース ケ
チャップ
しお

たまねぎ かぼちゃ にんじん りんごす
もやし コーン きゅうり ○ しお ○
しょうゆ
しょうゆ
りんごす
しお ○
しょうゆ

バナナ たまねぎ にんじん だいこん
ツナ ぶたにく けず
ほうれんそう ブロッコリー えのき カ
にぼし あおのり ○
リフラワー コーン ○こまつな ○たま
○かつおぶし
ねぎ

みりん
しょうゆ
しお ○し
お

もやし ﾊﾞﾅﾅ たまねぎ にんじん こま
つな ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄかんづめ ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ ｺｰ
ﾝ にんにく ○ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ ○ﾌﾞﾙｰﾍﾞ
ﾘｰかんづめ

ぶた
ヨー バナナ
○み ぼちゃ

ぶたひきにく きぬごしどうふ
こおりどうふ みそ かつおぶ
し のり わかめ ○スキムミ
ルク ○きなこ

オリー ぎゅうにゅう
セージ ツナ

季節について…二十四節季
日本には、はっきりとした四季があります。季節ごとに花が咲き、木々が色付き、雪が降り、食
材は旬を迎えます。 日本人はその美しい自然の移り変わりを、二十四の季節に分けて見つめてきました。
二十四節季は、太陰暦を使用していた時代に、季節を現すための工夫として考え出されたものです。一年を24等分し、その
区切りと区切られた期間とにつけられた名前です。現在でも季節の節目を示す言葉として使われおり、およそ15日間隔となって
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カルシウムは、歯や骨を強くする栄養素です。
牛乳にたくさん含まれていて、牛乳のカルシウムは、
子どものコップ1杯で100ｍｇとれます。
保育園のお友だち、赤組さんから白組さんが一日に
必要な量は牛乳にすると、男の子ではコップ約5杯、
女のでは約4杯半です。
牛乳の他にも、カルシウムがたくさん入っている食
べ物があります。
4日の給食は、カルシウムがたくさん入っているメ
ニューを提供します。
カルシウムたっぷりご飯には、さくらえび、しらす、
ごま、小松菜が入っています。他、この日に使用する
カルシウムが多い食材は、ししゃも、パセリ、生揚げ、
かぶの葉、干ししいたけ、ヨーグルト、粉チーズ、牛
乳、スキムミルクです。
4日のお昼とおやつの飲み物で、0～2歳児さんは
335ｍｇ、３～５歳児さんは507ｍｇのカルシウム
がとれるようにしてあります。
たくさん食べるには丈夫な歯、健康な歯でいること
が何よりですね。
歯を大切に、そしてカルシウムをたくさんとって、
みんな元気に大きく育ってくださいね★

黄・白組さんでｸｯｷﾝｸﾞ★やわらかくしたﾏｰｶﾞﾘﾝに砂糖
を混ぜ合わせ、とき卵、水で溶いたｽｷﾑﾐﾙｸ、白ごま、黒
ごまを加えてよく混ぜ、小麦粉・ﾍﾞｰｷﾝｸﾞﾊﾟｳﾀﾞｰをふる
いながら入れてさっくりと混ぜてｸｯｷｰ生地を作ります。
好きな形にしてｵｰﾌﾞﾝで焼いてできあがり★☆

「ツナピラフ」
お米にケチャップ、オリーブオイルを加えて水加減
は通常で炊きます。にんにく、玉ねぎ、人参、ピーマ
ンのみじん切りを炒めて、短く切ったさやいんげん、
ツナ、塩、赤パプリカの粉を混ぜて炊けたご飯に混ぜ
込みます。
「夏野菜たっぷりサラダ」（子ども10名分）
食べやすい大きさに切ったかぼちゃ200g、きゅう
り100g、ブロッコリー70g、赤ピーマン55g、コー
ン100gを加熱して冷まし、マヨネーズで和えて、湯
剥きして角切りにしたトマト60gを上にのせます。
「旬の野菜スープ」（子ども10名分）
ほうれん草70ｇ、大根60g、じゃがいも50g、ア
スパラ50g、レタス50g、オクラ25gを食べやすい
大きさに切って煮立たせ、チキンブイヨン6g、塩3
～4gを加えて、仕上げに水溶き片栗粉少々でとろみ
をつけます。
★保育園では、スープやみそ汁などの汁物や、カ
レーや煮物などの煮込み料理などを作る時に、その日
に出た野菜の皮や葉っぱ・芯や、乾物の戻し汁を「だ
し」として使っています。野菜や乾物の旨味が溶けだ
し、その日のメニューの組み合わせでしか出せない、
大量調理ならではの、オリジナルの味に仕上げていま
す。

★パルシステムから果物を購入します★
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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。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います。
5月は「カラマンダリン」、「りんご（ふじ）」でし
た。

★なかよし給食について★
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4日は＜＜虫歯予防デー＞＞にちなんだメ
ニューです。

20日お誕生日会の給食レシピ
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今月のレシピ紹介

～19日のおやつ ごまクッキー～
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ご家庭での
ポイント
※園の食事で
摂取量が少な
い食材です。
家庭で補って
いただければ
満点です

肉

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。
～6月のメニュー紹介～
○未カレイ／以サバの味噌煮：味噌・砂糖・みりん・
水・薄切りにしたしょうがを混ぜておき、カレイまた
はサバにかけてオーブンで焼きます。
○切干大根とツナのレモンサラダ：切干大根は戻して
短く切ります。大根・きゅうり・人参は千切りにし、
切干大根も一緒に加熱して冷まします。ツナ、オリー
ブオイル・レモン汁・塩を混ぜ合わせて、野菜と和え、
仕上げにすりごまを混ぜ込みます。ツナの油を使い、
オリーブオイルは少量にしています。

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。
「大地を守る会」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ます。
＜砂糖＞商品名：大地を守る会の砂糖（洗双糖）
鹿児島県種子島でサトウキビから作った精製度の低い
砂糖です。
＜塩＞商品名：おふくろの塩
メキシコ、オース
トラリアの天日塩に
にがりを加えたもの
を、昔ながらの平釜
で煮詰めて再結晶さ
れています。

きの

～食材のお話 『今日は●●の日』～
月に数回ある、語呂合わせや食材の発祥やした日を、食材とともに紹介しています。当日は、栄養士が朝のお集まりで子どもたちに食材や由来を紹介し、
給食やおやつで、その食材が入ったメニューを提供します。6月は1日牛乳、4日虫歯予防・蒸しパン、6日梅・18日おにぎりの日です。

１０日は『時の記念日』です。

時間の大切さを考える日です。日本で初めて時計が作られた日とされていることから、この日が選ばれました。漏刻台（ろうこくだい）といって、滋賀県
います。春を表す二十四節季は2～4月に当たる時期。清明、穀雨が春です。夏は5～7月で、立夏、小満、芒種、夏至です。
の近江神宮には日本で初めて作られた水時計と同じものがあるそうです。
保育園では、8 日金曜日に、時の記念日にちなみ、時計にみたてた『時計ランチ』を提供します。子どもたちが好きな時間に合わせられるように、ゆでた
4月5日頃【清明】せいめい：清明は「清浄明潔」の略で、万物がけがれなく清らかで生き生きしているという意味です。
花が咲き、鳥は歌い、空は青く澄み、爽やかな風が吹き、すべてのものが春の息吹を謳歌する頃。各地でお花見シーズンを迎えます。 グリーンアスパラガスで長い針と短い針を表現します。時計の中心には花型の人参を置きます.
炒めた豚ひき肉と、花型であまった人参をみじん切りにしたものを混ぜて加熱し、砂糖、醤油で味付けし、水溶き片栗粉でとろみをつけます。それを炊け
4月20日頃【穀雨】こくう：春の柔らかな雨に農作物がうるおうという意味です。この時期に農作物の種をまくと、雨に恵まれ、
たご飯に混ぜ込みます。器に盛り付けて、人参とアスパラで、子どもたちにオリジナルの時計を作ってもらいます！

よく成長するといわれています。
5月5日頃【立夏】りっか：この日から立秋の前日までが暦の上では夏となります。新緑に彩られ、さわやかな晴天が続く頃です。
ちょうどゴールデンウィークの時期にあたり、レジャーに出かけるにもよい気候です。
5月21日頃【小満】しょうまん：陽気がよくなり草木が成長して茂るという意味です。農家では田植えの準備を始める頃。動物
や植物にも活気があふれます。また、秋にまいた麦の穂が付くころで安心する（少し満足する）という意味もあります。
6月6日頃【芒種】ぼうしゅ：「芒」とはイネ科植物の穂先にある毛のような部分のことで、稲などの穀物の種をまく時期という
意味です。田植えの目安とされ、農家が忙しくなる時期。梅雨入りも間近で少し蒸し暑くなってくる頃です。
6月21日頃【夏至】げし：北半球では、太陽が最も高く昇り、１年で最も昼が長い日です。ただ、日本では梅雨のシーズンでも
あるので、日照時間が短く、あまり日の長さを実感できないかもしれません。暦の上では夏の折り返し地点にあたり、夏至を過ぎ
ると暑さが増して本格的な夏がやってきます。

★おすすめ食育絵本

★お誕生日会での試食★毎月、旬の食材をふんだんに使ったメニューを予定しています。
食べ物には一番おいしくて栄養たっぷりな時期、「旬」があります。「旬」とは、自然の中で普通に育てた野菜や果物がとれる季
節や、魚がたくさんとれる季節のことで、食べ物によってその時期は違いますが、一番おいしくて栄養もたっぷりです。旬のものを
食べることで、自然のめぐみや四季の変化も感じてみましょう。
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。

○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をしていて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。
☆きいろ（炭水化物・脂質）エネルギーのもとになる：ご飯・パン・めん類・いも類・油、砂糖など
☆あか（タンパク質・ミネラル） 体をつくるもとになる：魚・卵・肉・豆・豆製品・牛乳・乳製品・海藻類など
☆みどり（ビタミン・ミネラル） 体の調子を整える：野菜・果物・きのこ類など
○印がついている食材は午後のおやつの材料です。砂糖・塩・醤油などは時々お昼もおやつも使うことがあります。

※献立は都合により変更になることがあります。

☆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。

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

