１２

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

表

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

調味料

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

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

野菜ジュース
パンまたは菓子（パルシ
ステム）

413(383)
12.0(11.4) はいがまい じゃがいも
10.1(9.4) ネーズ いりごま
1.2(1.1)

胚芽ご飯・豚肉のしょうが炒め
月 ツナとブロッコリーのサラダ
豆腐と白菜のすまし汁・バナナ

牛乳
ポテトたこ焼き

526(473)
19.1(16.5)
18.6(16.6)
1.6(1.3)

はいがまい なたねあぶら ビー
フン かたくりこ ○じゃがいも
○こむぎこ ○マッシュポテト
○なたねあぶら ○ごま

ぶたにく とうふ ツナかん こお
りどうふ かつおぶし きざみこ
んぶ わかめ ○ぎゅうにゅう ○
けずりぶし ○あおのり

バナナ たまねぎ キャベツ ブロッコ
リー にんじん はくさい もやし コー
ン たけのこ ピーマン しょうが ○
キャベツ ○ねぎ

みりん しょ
うゆ す し
きのこ類
お ○ｳｽﾀｰｿｰ
ｽ ○ｹﾁｬｯﾌﾟ

4

五穀ご飯・タラのオーロラソース焼き
火 かぼちゃのそぼろ煮
ほたてとかぶのスープ・みかん

ミルクティー
未：ピザトースト／以：
手作りピザ

522(424)
24.0(21.2)
14.2(10.8)
1.9(1.8)

はいがまい マヨネーズ ごこく
さとう かたくりこ なたねあぶ
ら ごまあぶら ○こむぎこ ○
なたねあぶら ○しょくぱん

たら びたひきにく ほたてが
いみずに けずりぶし とう
にゅう ○スキムミルク ○ピ
ザチーズ ○ウインナー

みかん かぼちゃ かぶ にんじん たま
ねぎ えのき ねぎ グリンピース ほし
しいたけ ○たまねぎ ○ブロッコリー
○コーン ○しめじ

ケチャップ
しょうゆ
しお ○ケ
チャップ

いも類

5

ロールパン・手ごねハンバーグトマトソース
水 キャベツとツナのごまサラダ
牛乳・バナナ

具だくさんみそ汁
鮭のおにぎり

534(444)
ロールパン パンこ マヨネーズ
22.5(18.4)
いりごま かたくりこ ○はがい
19.6(16.4)
まい ○じゃがいも
2.0(1.6)

ぎゅうにゅう ぶたひきにく と
うふ とうにゅう ツナかん こお
りどうふ ○さけフレーク ○み
そ ○にぼし ○やきのり

バナナ キャベツ たまねぎ もやし こ
まつな コーン ブロッコリー にんじん
ダイスカットトマトかん ○だいこん ○
ねぎ ○にんじん ○ごぼう

ちゅうのう
ソース ケ
チャップ
しお

きのこ類

1

土

3

青菜ご飯・ポテトサラダ
おさかなソーセージ・牛乳・果物

マヨ

ぎゅうにゅう
セージ

おさかなソー

6

胚芽ご飯・冬野菜たっぷりカレー
木 白菜とりんごのサラダ
ゆで卵・季節の果物

飲むヨーグルト
さつまいもときなこの蒸
しケーキ

550(496)
15.0(13.2)
18.5(16.3)
1.1(1.0)

はいがまい じゃがいも なたね
たまご ぶたひきにく
あぶら さとう ○こむぎこ ○
ヨーグルト ○たまご
マーガリン ○さつまいも ○さ
こ
とう ○くろごま

7

わかめとさつまあげのうどん
金 さつまいもの天ぷら
大根ツナサラダ・バナナ

麦茶ミルク
レーズンクッキー

537(479)
うどん さつまいも こむぎこ
ツナかん さつまあげ
17.5(15.6)
マヨネーズ いりごま ○こむぎ ぶし にぼし わかめ
12.7(11.3)
こ ○マーガリン ○さとう
ムミルク ○たまご
1.8(1.5)

8

ベーコンとしめじのカレーピラフ
土 かぼちゃサラダ
おさかなソーセージ・牛乳・果物

372(331)
10.2(9.4) はいがまい
14.5(12.6) ブオイル
0.8(0.7)

マヨネーズ

くだもの コーン ブロッコリー
ん ○やさいジュース

にんじ

しお

○のむ きせつのくだもの たまねぎ にんじん
カレールウ
○きな はくさい もやし カリフラワー えのき りんごす
りんご コーン かぶ しめじ にんにく しお

たま

４日は手作りピザです★
大きい生地で作っても、小さくしても、食パンに具
材をのせても上手にできます☆
※写真は昨年度のものです。

魚介類

未：牛乳／以：スキムミ
ルク・りんごとレーズン
のケーキ

532(479)
21.0(15.4)
13.1(15.1)
1.5(1.1)

11

ロールパン・さつまいもグラタン
火 ツナとほうれん草のサラダ
牛乳・りんご

豆腐とえのきのすまし汁
梅じゃこおにぎり

548(456)
ロールパン さつまいも マヨ
20.3(16.9)
ネーズ いりごま なたねあぶら
19.1(16.0)
かたくりこ ○はいがまい
2.1(1.7)

ぎゅうにゅう とりひきにく
りんご にんじん たまねぎ キャベツ
しお ○し
ツナかん ピザチーズ ○わか
もやし ほうれんそう コーン エリンギ お ○しょ
め ○とうふ ○しらす ○か
○えのき ○とうみょう ○ねりうめ
うゆ
つおぶし

たまご類

12

胚芽ご飯・未：白身魚／以：鮭フライのタルタル
水 ソースがけ・豆腐サラダ
さつまいもととうがんのみそ汁・バナナ

キャラメルミルク
チーズ蒸しパン

603(501)
27.3(22.9)
19.5(14.9)
1.9(1.6)

とうふ たまご みそ ハム
バナナ だいこん にんじん とうがん
りんごす
にぼし メルルーサ さけ わ
たまねぎ こまつな ブロッコリー カリ しょうゆ
かめ ○スキムミルク ○たま
フラワー えのき もやし パセリ
しお
ご ○ダイスチーズ

肉類
ご類

13

かぼちゃほうとう
木 刻み昆布のハリハリサラダ
ボイルウインナー・季節の果物

牛乳・ベビー：りんご蒸
しパン／ピンク以上：
アップルパイ

574(489)
17.7(15.3) ほうとう さといも
22.2(19.4) さとう ごまあぶら
3.1(2.6)

ウインナー ぶたにく みそ
あぶらあげ にぼし かつおぶ
し ○ぎゅにゅう ○とうにゅ
う

くだもの かぼちゃ にんじん はくさい
りんごす
コーン カリフラワー ごぼう かぶ ○
しお ○シ
たまねぎ ○たけのこ ○にぼし ○しょ
ナモン
うが

海藻類

14

金

麦ご飯・冬野菜のクリームシチュー
マカロニサラダ・うずらの卵・バナナ

麦茶・ベビー、ピンク：
肉入り蒸しパン／桃以
上：肉まん

510(408)
14.5(11.3)
15.1(10.2)
1.3(1.0)

バナナ にんじん たまねぎ キャベツ
ブロッコリー はくさい コーン カリフ
ラワー ごぼう かぶ ○たまねぎ ○た
けのこ ○ほししいたけ ○しょうが

大豆製品

15

土

鶏肉と野菜のピラフ・ジャーマンポテト
おさかなソーセージ・牛乳・果物

野菜ジュース
パンまたは菓子（パルシ
ステム）

443(397)
14.8(13.4) じゃがいも はいがまい
12.7(11.5) リン ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ
1.6(1.4)

17

胚芽ご飯・親子煮
月 キャベツと大根のごまマヨネーズ和え
えのきと油揚げのみそ汁・バナナ

麦茶ミルク
レーズンスコーンいちご
ジャムつき

603(509)
23.1(19.8)
18.0(14.5)
1.8(1.5)

はいがまい さとう マヨネーズ
すりごま なたねあぶら かたく
りこ ふ ○こむぎこ ○マーガ
リン

18

あんかけラーメン
火 豆腐のさっくり粉チーズ焼き
ほうれん草とコーンのサラダ・りんご

未：牛乳／以：スキムミ
ルク・さつまいもの茶巾
しぼり・バナナ

494(413)
21,5(15.2)
11.3(12.7)
1.9(1,4)

19

★お楽しみ給食★メキシカンピラフ
水 ハンバーグ・チーズさつまいもサラダ
チンゲン菜とかぶのスープ・みかん

飲むヨーグルト
ゆずケーキ

621(505)
19.4(16.1)
20.8(16.8)
1,8(1.5)

20

胚芽ご飯・未：タラ／以：ぶりの照り焼き
木 肉じゃが・小松菜と大根のすまし汁
季節の果物

ミルクティー
バナナケーキ

583(467)
25.1(20.4)
16.2(8.6)
1.4(1.3)

21

金

なめこ汁
冬至かぼちゃ

539(470)
きょうりきこ
20.3(17.5)
んこ さとう
22.0(19.7)
とう
2.0(1.7)

22

ごろごろ野菜のあったかちゃんぽん
土 もやしと小松菜のサラダ
チーズ・牛乳・バナナ

野菜ジュース
パンまたは菓子（パルシ
ステム）

433(386)
18.2(16.1) うどん かたくりこ
13.1(11.8) いりごま
1.8(1.5)

24

月

535(409)
12.5(11.6)
20.8(14.7)
1.1(0.9)

手作りパン・豆腐たっぷりコロッケ
小松菜とえのきのサラダ・牛乳・バナナ

振

替

休

しお ○
しょうゆ
○みりん
○しお

いも類

たま

ぎゅうにゅう おさかなソー
くだもの にんじん ブロッコリー たま
ケチャップ
セージ とりももにく ベーコ ねぎ ピーマン コーン しめじ にんに
しお
ン ピザチーズ わかめ
く ○やさいジュース

たまご類
魚介類

たまご とりひきにく あぶら
あげ みそ こおりどうふ に
ぼし ○スキムミルク ○ぎゅ
うにゅう

バナナ たまねぎ キャベツ ほうれんそ
う にんじん だいこん みずな コーン しょうゆ
えのき あさつき ○いちごジャム ○ほ みりん
しぶどう

いも類

ちゅうかめん かたくりこ なた
とうふ ぶたももにく かつお
ねあぶら ぱんこ ごまあぶら
ぶし こなチーズ ○スキムミ
○さつまいも ○さとう ○マー
ルク ○ぎゅうにゅう
ガリン

しょうゆ
りんごす
しお

マーガ

りんご ほうれんそう にんじん もやし
たけのこ しめじ コーン チンゲン菜
キャベツ カリフラワー パセリ にんに
く くろきくらげ
みかん たまねぎ にんじん コーン か
はいがまい さつまいも マヨネー ぶたひきにく とうふ ダイス
ぼちゃ チンゲンさい ねぎ ブロッコ
ズ ぱんこ さとう オリーブオイル チーズ あぶらあげ みそ こ
リー ピーマン カリフラワー かぶ え
いりごま かたくりこ ○こむぎこ おりどうふ ○のむヨーグルト
のき しめじ みずな れんこん こまつ
○マーガリン ○さとう
○たまご ○ぎゅうにゅう
な ゆず
はいがまい じゃがいも さとう
ぶり ぶたにく けずりぶし
くだもの たまねぎ にんじん ながねぎ
なたねあぶら かたくりこ ○こ
たら ○スキムミルク ○たま だいこん えのき こまつな グリンピー
むぎこ ○なたねあぶら ○さと
ご
ス みずな ○バナナ ○レモンじる
う
ぎゅうにゅう とうふ とりひ
なたねあぶら ぱ
きにく むえんバター こおり
かたくりこ ○さ
どうふ ○あずき ○みそ ○
にぼし
マヨネーズ

ぎゅうにゅう
くわ チーズ
にぼし

バナナ こまつな コーン もやし えの
き にんじん キャベツ ながねぎ パセ
リ ○かぼちゃ ○たまねぎ ○なめこ
○とうみょう

とうにゅう ち バナナ こまつな
とりにく ツナ んじん キャベツ
やさいジュース

もやし
コーン

たまねぎ
しょうが

魚介類
藻類

海

ｹﾁｬｯﾌﾟ ｳｽﾀｰ
ｿｰｽ しょう
海藻類
ゆ ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ
しお ｶﾚｰこ
しょうゆ
みりん し
お ○しお

魚介類
豆製品

大

しょうゆ り
んごす しお
いも類
ﾄﾞﾗｲｲｰｽﾄ ○
しょうゆ

に
○ しお

卵類
類

いも

「メキシカンピラフ」
ご飯を炊く際にオリーブオイル、カレー粉を加えて炊
きます。玉ねぎ、人参、ピーマンのみじん切りを炒め
てケチャップ、ウスターソース、塩で味付けし、炊け
たご飯に混ぜ込みます。
「ハンバーグ」
凍り豆腐を水で戻してしぼってみじん切りにします。
玉ねぎ、長ねぎもみじん切りにします。豚ひき肉、木
綿豆腐、凍り豆腐、玉ねぎ、長ねぎ、パン粉を混ぜ、
水・砂糖・味噌・醤油を加えてさらに混ぜます。クッ
キングシートを敷いたオーブン用の天板に生地を入れ
て薄くのばし、仕上げに白いりごまをふりかけて
180度に加熱したオーブンで約15分焼きます。
「チーズさつまいもサラダ」
さつまいも、かぼちゃ、人参、ブロッコリー、カリ
フラワー、コーン、れんこん、小松菜を加熱してさま
し、チーズ、マヨネーズを加えて混ぜます。
「チンゲン菜とかぶのスープ」
チンゲン菜、かぶ、えのき、しめじ、水菜、油揚げ
を加えて煮て、チキンブイヨン・塩で味付けし、水溶
き片栗粉でとろみをつけます。

★パルシステムから果物を購入します★

ケチャップピラフ・未：鶏肉の唐揚げ／以：フラ
火 イドチキン・ベイクドポテト・カリフラワーの付
け合せ・かぶとコーンのスープ・みかん

麦茶
クリスマスケーキ

26

★もちつき★
水 未：三色おもち／以：四色おもち
野菜たっぷり豚汁・バナナ

牛乳
スイートポテト

27

★なかよし給食★胚芽ご飯
木 豚肉と冬野菜のみそ煮・キャベツとりんごのサラ
ダ・金時豆の甘煮・季節の果物

麦茶
さつまいもの米粉ガレッ
ト

28

きのこの和風スパゲティー
金 さつまいもとレーズンのサラダ
ウインナーとかぶのスープ・みかん

麦茶ミルク
信玄もちだんご

お雑煮・松風焼き
甘酢和え・栗きんとん・黒豆・みかん

～26日はおもちつきです～
0～2歳児では、あんこ・きなこ・黒ごまの3つの味
のおもちです。
0、1歳児さんは、ほとんどもち米の粒が残った状態、
2歳児さんはもう少しつぶした状態で提供します。
3～5歳児さんは、
餅つき機でついたお
もちです。「しょう
ゆ・のり」のおもち
も入って4つの味で
提供します。
お楽しみに★

★お誕生日会の給食レシピ★

日

25

4

はいがまい じゃがいも マカロニ
ぎゅうにゅう とりももにく
おしむぎ マヨネーズ なたねあぶ
うずらのたまご ツナかん ○
ら ○きょうりきこ ○こむぎこ ○
ぎゅうにゅう ○ぶたひきにく
あぶら ○かたくりこ

バナナ だいこん はくさい こまつな
にんじん コーン えのき もやし ねぎ しょうゆ
あかピーマン にんにく ○りんご ○ほ みりん
しぶどう

大

胚芽ご飯・鶏肉のちゃんこ煮
月 ピンク以下：小松菜とコーンの醤油和え／桃以
上：磯和え・いんげん豆の甘煮・バナナ

いりごま
○さとう

とりにく あぶらあげ やきど
うふ みそ きりのり ○スキ
ムミルク ○たまご ○ヨーグ
ルト ○ぎゅうにゅう

いも類
豆製品

10

はいがまい さつまいも ぱんこ
マヨネーズ こむぎこ なたねあ
ぶら ごまあぶら ○こむぎこ
○さとう ○マーガリン

保育園の畑でとれたさつまいもをお昼やおやつでた
くさん使っています★
18日おやつ：さつまいもの茶巾しぼり
○材料～10個分～○さつまいも400ｇ、砂糖4５ｇ、
マーガリン20ｇ
○作り方○
さつまいもは皮をむいて輪切りにし、やわらかくな
るまで蒸します。（皮つきで蒸す場合は、蒸してから
熱いうちに皮をむきます。）
熱いうちにつぶし、
砂糖、マーガリンを
加えてつぶしながら
混ぜます。ラップに
のせてくるっとしぼ
れば完成です☆

バナナ にんじん だいこん ほうれんそ
かつお
みりん しょ
う もやし コーン たまねぎ ブロッコ
○スキ
うゆ す し
肉類
リー カリフラワー えのき しめじ ○
お
レーズン

オリー ぎゅうにゅう おさかなソー
くだもの かぼちゃ にんじん たまねぎ カレーこ
セージ ソーセージ ベーコン ブロッコリー しめじ ピーマン コーン しお

はいがまい すりごま なたねあ
ぶら さとう かたくりこ ○こ
むぎこ ○さとう ○なたねあぶ
ら ○こなざとう

肉類
ご類

今月のレシピ紹介

麦茶ミルク
菓子（パルシステム）

はいがまい ベイクドポテト こ
むぎこ なたねあぶら マーガリ とりにく ○たまご ○なまク
ン かたくりこ オリーブオイル リーム ○ぎゅうにゅう
○グラニューとう ○こむぎこ

511(458)
もちごめ さとう くろすりごま
16.2(13.5)
○さつまいも ○さとう ○マー
11.2(9.7)
ガリン ○くろいりごま
1.0(0.7)
はいがまい じゃがいも なたねあ
483(404)
ぶら さとう かたくりこ きんとき
11.1(9.1)
まめ ○さつまいも ○こめこ ○
13.8(11.1)
なたねあぶら ○さとう ○ﾍﾞｼﾞﾀ
0.9(0.7)
ﾌﾞﾙﾈｰｽﾞ
493(419)
スパゲティー さつまいも マヨ
18.0(15.8)
ネーズ オリーブオイル マーガ
11.4(9.2)
リン ○もちごめ ○くろみつ
1.1(0.9)
505(441)
もちごめ
24.7(21.7)
いりごま
9.5(8.2)
○かし
1.4(1.2)

みかん ロマネスコカリフラワー コーン
たまねぎ ほうれんそう にんじん かぶ
キャベツ ピーマン ○フルーツかくてる
かん いちご りんご

ｹﾁｬｯﾌﾟ
しょうゆ ﾁ 豆類
ｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ し 類
お

あずき ぶたももにく みそ
あぶらあげ にぼし きなこ
バナナ にんじん かぶ たまねぎ なが しょうゆ
やきのり ○ぎゅうにゅう ○ ねぎ ごぼう みずな えのき だいこん しお
とうにゅう
くだもの はくさい にんじん キャベツ りんごす
もやし たまねぎ えのき コーン りん しょうゆ
ご だいこん しめじ
しお

ぶたももにく もめんどうふ
みそ ○とうにゅう

魚類

海藻

卵類

魚介類

ウインナー ぶたひきにく き いんげん みかん たまねぎ ブロッコ
しょうゆ ﾁ
魚介類
りのり ○スキムミルク ○き リー にんじん かぶ コーン えのき
ｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ し
類
なこ
しめじ キャベツ ほしぶどう にんにく お

もち ぱんこ さとう
とりももにく かつおぶし
さつまいも くろまめ
りひきにく スキムミルク

と

はくさい さやえんどう にんじん しい
しょうゆ
たけ ながねぎ だいこん くりのあまに
しお
みかん

卵類
類

卵

海藻

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。
11月は「梨（南水）」、「柿」でした。

★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。
～今月のメニュー紹介～
○豚肉と冬野菜の味噌煮：豚肉、白菜、玉ねぎ、じゃ
がいも、大根、人参、しめじ、豆腐を煮て味噌・砂
糖・醤油を加えて水溶き片栗粉でとろみをつけます。
○キャベツとりんごのサラダ：キャベツ、もやし、え
のき、人参、コーンを加熱してさまし、りんごを加え
て、なたね油・りんご酢・砂糖・塩のドレッシングで
和えます。

もうすぐ年末 ～クリスマス・お正月休みに～

季節について…二十四節気
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、木々が色づき、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。
二十四節気は、太陰暦を使用していた時代に、季節をあらわ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日間隔となってい
ます。今月を表す二十四節気は次の通りです。
12月7日頃：大雪（たいせつ）山の峰々は雪をかぶり、平地にも雪が降る頃です。本格的な冬の到来で、動物たちも冬ごもりを始
めます。年末に向け、お正月の準備も始まって、何かとあわただしい時期でもあります。
12月22日頃：冬至（とうじ）太陽が最も低い位置にあり、１年で最も夜が長く、昼が短い日です。太陽の力が一番弱まる日です
が、翌日からは再び強まるということから、運が向いてくるとされています。また、冬至かぼちゃ、冬至がゆ、柚子湯などで、厄
払いや無病息災を願う風習があります。

●年末年始、大勢で食事をする時：マナーは基本は周りの人を不快にさせないこと、小さいころから身に付けておきたい習慣です。「いただきます」のあ
いさつをする、食器をたたいたり、箸で遊んだりしない、食べ物を粗末にしないどは、時に伝えておきたいマナーです。みんながそろう食事が楽しい思い
出になるよう、お子さんと一緒に確認しておきましょう。
●クリスマスやお正月は、連休になり、時間もたっぷりあるので子どもとたくさん遊んであげられます。子どもと一緒にできる遊びもたくさんありますね。
○絵本読み：クリスマスやケーキ、お正月にちなんだお話や、おせち料理のお話などの本もたくさんあります。文字や言葉で説明が難しいお子さんには、
絵本なら理解しやすいと思います。年齢に応じて選んであげるようにしましょう。一緒に本屋さんや図書館で探してみるのも楽しいですね。
○お菓子作り：クリスマスやお正月に、ゆっくり時間がある方は、いつもはできないお菓子作りはいかがでしょう。子どもと一緒に作ったお菓子を食べて、
お茶の時間を楽しんでください。クリスマスはケーキを作ったり、小さな子どもさんも飾りつけをして楽しめます★クッキーもおすすめです。生地はママ
が作ってあげて、子どもが型を抜く、といった風に進めれば無理がありません。好きな形のクッキーを作っても良いですね。来年の干支をモチーフにして
みてもお正月らしくて素敵です。

～食材のお話 『今日は●●の日』～

★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。
毎月の献立表でメニューを紹介しています。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。
お誕生日会の中で、野菜や果物の紹介をしています。その日に使うメニューに合わせて、調理前の野菜の量を、実際に使う食
器に入れて提示しています。生の状態で見ると量が多く感じますが、調理すると野菜のかさが減り、小さな子どもたちでも食べ
きることができています。※写真は、以前のお誕生日会のメニューです。どちらも左側が生の野菜→右側が調理したものです。

※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。

「今日は何の日」と、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きます。当日は、
栄養士が朝のお集まりで子どもたちに食材を紹介し、給食やおやつで、その食材が入ったメニューを提供しています。
12月は20日「ぶりの日」、
22日が冬至なので、保育園では21日におやつに冬至にちなみ、「冬至かぼちゃ」を提供します。
冬至かぼちゃは、かぼちゃに砂糖と醤油をからめ、少量の水を加えて炊飯器で炊いて、ゆであずきをのせます。

★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

