１

月

献

立
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

おぞう煮・松風焼き
紅白なます・栗きんとん・黒豆の甘煮・果物

4

金

5

青菜ご飯・かぼちゃサラダ
土 おさかなソーセージ
野菜たっぷりみそ汁・果物

7

月

8

9

キャロットジュース
菓子（パルシステム）
野菜ジュース
パンまたは菓子（パルシ
ステム）

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(31年)
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

468(404)
もち さつまいも くりのあまに
20.2(17.2)
とりひきにく とりにく
さとう ぱんこ いりごま なた
9.3(8.1)
まめ みそ かつおぶし
ねあぶら もちごめ
1.2(1.0)
380(332)
11.0(9.7) はいがまい
8.2(7.1) ま
1.6(1.4)

マヨネーズ

いりご おさかなソーセージ
ぼし

しょうゆ
にんじん
みりん り
○キャ
んごす し
お

くだもの はくさい だいこん
くろ
ねぎ しいたけ さやえんどう
ロットジュース

みそ

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

に

くだもの かぼちゃ ブロッコリー コー
ン にんじん ほうれんそう はくさい
しお
ねぎ だいこん ○やさいジュース

牛乳乳製品
大豆

肉類

卵類

七草がゆ
バナナ

410(329)
うどん じゃがいも かたくりこ
13.1(10.4)
だいずみずに ツナ ぶたにく
なたねあぶら さとう ○はいが
11.6(9.3)
けずりぶし きざみこんぶ
まい
2.2(1.8)

胚芽ご飯・スタミナ焼肉
火 絵本おでんのゆのおでん
ビーフンと野菜のすまし汁・りんご

ミルクティー
さつまいものごまおやき

500(438)
23.4(19.5)
12.4(10.7)
1.9(1.5)

ロールパン・かぼちゃグラタン
水 切干大根とツナのレモン和え
牛乳・バナナ

油揚げと小松菜のみそ
汁・ゆかりとしらすのお
にぎり

576(479)
ロールパン じゃがいも なたね
20.8(17.4)
あぶら すりごま ぱんこ ○は
21.7(18.1)
いがまい ○いりごま
2.5(2.0)

ぎゅうにゅう ぶたひきにく
バナナ たまねぎ かぼちゃ にんじん
ツナ ピザチーズ ○みそ ○
だいこん もやし ブロッコリー きりぼ しお
あぶらあげ ○しらす ○にぼ
しだいこん れもんじる にんにく
し

卵類
類

10

納豆チャーハン・カレイの味噌ソース焼き
木 大根とブロッコリーの甘酢和え
わかめとえのきのスープ・季節の果物

飲むヨーグルト
スイートポテトパイ

541(452)
21.7(17.7)
15.8(12.7)
2.0(1.6)

カレイ ひきわりなっとう し
らす みそ けずりぶし きり
のり わかめ ○のむヨーグル
ト ○とうにゅう

海藻類
類

11

ラーほー（笛吹市新ソウルフード）
金 揚げ鶏・うずらの卵
チーズさつまいもサラダ・バナナ

麦茶
おしるこ

493(392)
ゆでラーほーめん さつまいも
とりももにく
19.0(16.3)
マヨネーズ かたくりこ なたね ダイスチーズ
18.0(12.0)
あぶら ○もちごめ ○さとう
あずき
1.7(1.4)

うずらのたまご バナナ もやし ほうれんそう にんじん
しょうゆ
わかめ ○ゆで だいこん コーン ブロッコリー カリフ
○しお
ラワー ねぎ めんま しょうが

12

土

野菜ジュース
パンまたは菓子（パルシ
ステム）

473(423)
15.5(14.1) はいがまい じゃがいも
17.4(15.5) ネーズ オリーブオイル
1.7(1.5)

ツナ

14

月

15

白組考案メニュー
火 クリームスパゲティー・ジャックサラダ
ベーコンとコーンのスープ・みかん

抹茶ミルク
きなこもちだんご

508(435)
21.4(18.7)
12.2(10.1)
1.5(1.3)

16

★お楽しみ給食★かぶの葉ご飯
水 彩り豆腐のほたてあん・白菜と大根のごまよご
し・昆布豆・かぶのすまし汁・りんご

飲むヨーグルト
バナナケーキ

553(471)
20.0(16.8)
12.5(10.1)
2.1(1.7)

17

ロールパン・手ごねハンバーグごま味噌ソース
木 ちくわ入りさっぱりサラダ・コーンポタージュ
スープ・季節の果物

麦茶・わかめご飯おにぎ
り

512(415)
ロールパン ぱんこ なたねあぶ
18.8(14.8)
ら すりごま さとう かたくり
16.7(13.3)
こ ○はいがまい ○いりごま
2.2(1.8)

18

胚芽ご飯・未：白身魚／以：サバの香草パン粉焼
金 き・じゃがいもと花野菜の卵サラダ
はくさいと豆腐のみそ汁・バナナ

牛乳
ふうせんドーナツ

607(489)
23.6(19.0)
25.1(17.0)
1.5(1.3)

19

土

野菜ジュース
パンまたは菓子（パルシ
ステム）

460(414)
14.3(13.1) じゃがいも はいがまい
13.5(12.1) リン オリーブオイル
1.3(1.1)

21

★なかよし給食★青のりご飯・鶏肉の味噌焼き
月 切り干し大根と刻み昆布の煮物
小松菜と豆腐のすまし汁・バナナ

麦茶
パンプキンケーキ

463(365)
13.2(12.5)
17.2(10.8)
1.7(1.3)

はいがまい さとう なたねあぶ
ら ごまあぶら かたくりこ ○
こめこ ○さとう ○なたねあぶ
ら

22

火

胚芽ご飯・れんこん入りドライカレー
さつまいもごまサラダ・ゆで卵・りんご

キャラメルミルク
いちごジャムサンド

552(451)
20.2(16.6)
13.6(10.5)
1.9(1.5)

はいがまい さつまいも マヨ
ネーズ いりごま なたねあぶら ぶたひきにく ゆでたまご こ
かたくりこ ○しょくぱん ○さ おりどうふ ○スキムミルク
とう

23

水

手作りパン・マグロのケチャップソース和え
春雨つるつるサラダ・牛乳・バナナ

納豆みそ汁
ごま塩おにぎり

550(457)
23.9(19.5)
18.0(15.1)
2.2(1.8)

きょうりきこ かたくりこ さと
ぎゅうにゅう マグロ むえん バナナ もやし コーン にんじん ブ
う はるさめ なたねあぶら ご
バター ○ひきわりなっとう
ロッコリー カリフラワー パセリ くろ
まあぶら ○はいがまい ○くろ
○みそ ○にぼし ○やきのり きくらげ ○かぶ ○たまねぎ ○なめこ
ごま

24

野菜たっぷりソース焼きそば
木 湯豆腐・さつまいものレモン煮・大根とほたての
スープ・みかん

未：牛乳／以：スキムミ
ルク・きなこきびだんご

524(390)
ちゅうかめん さつまいも さと
21.6(14.8)
う なたねあぶら かたくりこ
7.6(9.0)
ごまあぶら ○もちごめ ○きび
2.1(1.4)

もめんどうふ ぶたにく ほた
てがいみずに しらす けずり
ぶし ○スキムミルク ○きな
こ ○ぎゅうにゅう

25

胚芽ご飯
金 未：白身魚と大根の煮物／以：ブリ大根
大豆とひじきのサラダ・根菜のみそ汁・バナナ

麦茶ミルク
メープルケーキ

595(493)
22.7(19.1)
20.7(14.5)
1.7(1.5)

ぶり タラ ゆでだいず ハム
だいこん バナナ にんじん ブロッコ
しょうゆ
かつおぶし こんぶ ○スキム
リー ごぼう コーン たまねぎ カリフ みりん し
ミルク ○たまご ○ぎゅう
ラワー ねぎ ひじき しょうが
お
にゅう

26

スパゲティー味噌ソース
土 大根とハムのサラダ・チーズ
牛乳・果物

野菜ジュース
パンまたは菓子（パルシ
ステム）

512(456)
スパゲティー マヨネーズ さと
18.7(16.7)
ぎゅうにゅう
う なたねあぶら ごまあぶら
19.2(17.0)
ぶたひきにく
いりごま
1.8(1.5)

28

月

牛乳
黒ごまだんご

465(405)
ほうとう さといも なたねあぶ
18.3(15.6)
ら ○もちごめ ○くろすりごま
11.6(10.1)
○さとう
2.3(1.9)

しろいんげんまめ ツナ ぶた
にく みそ あぶらあげ にぼ
し かつおぶし きざみこんぶ
○ぎゅうにゅう

バナナ かぼちゃ キャベツ にんじん
ブロッコリー はくさい ねぎ コーン
りんごす
カリフラワー もやし まいたけ しめじ しお
えのき

卵類

29

麦ご飯・鶏肉と冬野菜の味噌シチュー
火 キャベツのごまマヨネーズ和え
ゆで卵・りんご

ミルクティー
豆腐と黄桃の蒸しパン

517(463)
18.2(16.1)
16.3(14.0)
1.4(1.2)

はいがまい じゃがいも おしむ
ぎ マヨネーズ なたねあぶら
すりごま さとう かたくりこ
○ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ○ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ

とりひきにく ぎゅうにゅう
ゆでたまご みそ ○スキムミ
ルク ○とうにゅう ○きぬご
しどうふ

りんご はくさい たまねぎ にんじん
こまつな キャベツ ブロッコリー カリ
しょうゆ
フラワー コーン もやし しめじ ○も
ものかんづめ

海藻類
介類

30

水

ロールパン・白身魚フライのタルタルソースが
け・小松菜サラダ・牛乳・バナナ

もやしと豆苗のすまし汁
豚ごぼうご飯

553(458)
22.3(17.9)
21.2(17.7)
1.9(1.5)

ロールパン ぱんこ なたねあぶ
ぎゅうにゅう メルルーサ ○
ら こむぎこ マヨネーズ ○は
わかめ ○もめんどうふ ○ぶ
いがまい ○なたねあぶら ○い
たひきにく ○けずりぶし
りごま

ばなな こまつな もやし えのき
じん だいこん キャベツ コーン
フラワー ブロッコリー たまねぎ
ぼう ○もやし ○とうみょう

31

木

胚芽ご飯・若鶏の和風照り焼き・ほうれん草と大
豆のサラダ・切り干し大根のスープ・ぽんかん

麦茶ミルク
金時豆とさつまいもの
ケーキ

541(440)
23.2(20.3)
16.3(9.9)
1.2(1.1)

はいがまい じゃがいも マヨ
ネーズ さとう かたくりこ な
たねあぶら ○こむぎこ ○さつ
まいも ○さとう ○マーガリン

ぽんかん にんじん ｺｰﾝ もやし たま
ねぎ かぶ だいこん ほうれんそう え みりん しょ
魚介類
のき ｷｬﾍﾞﾂ しめじ とうがん ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ うゆ しお
ｶﾘﾌﾗﾜｰ ねぎ きりぼしだいこん

カレーうどん・キャベツとツナのサラダ
甘辛揚げ大豆・ぽんかん

ツナと玉ねぎのピラフ・もやしサラダ
チーズ・牛乳・果物

はいがまい さといも こんにゃく
ﾋﾞｰﾌﾝ さとう あぶら かたくりこ
いとこんにゃく ○さつまいも ○
さとう ○ﾏｰｶﾞﾘﾝ ○くろごま

はいがまい さとう なたねあぶ
ら かたくりこ マーガリン い
りごま ○さつまいも ○さとう
○マーガリン

ぽんかん にんじん キャベツ たまねぎ
コーン もやし ねぎ ブロッコリー ○
バナナ ○ななくさ ○だいこん ○かぶ
○せり

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

ぶたにく うずら なまあげ ちく
りんご だいこん たまねぎ もやし
わ さつまあげ がんもどき かつ
うれんそう なす えのき にんじん
おぶし こおりどうふ ○ｽｷﾑﾐﾙｸ
ぎ にんにく しょうが
○たまご ○ぎゅうにゅう

みりん しょ
うゆ りんご 牛乳乳製品
す しお か
魚介類
れーこ

ほ しょうゆ
ね しお ○し
お

くだもの だいこん にんじん もやし
コーン ブロッコリー カリフラワー た
まねぎ えのき ねぎ きりぼしだいこん
にんにく しょうが

卵

牛乳乳製品
きのこ類

にんじん
ピーマン

卵類

肉類

スパゲティー じゃがいも かた
ぎゅうにゅう とりひきにく
くりこ オリーブオイル ごまあ
うずらのたまご ツナ ベーコ
ぶら さとう ○もちごめ ○さ
ン ○スキムミルク ○きなこ
とう ○コーンスターチ

みかん たまねぎ
う ブロッコリー
だまめ キャベツ
き にんにく

にんじん ほうれんそ
しょうゆ ﾘ
魚類
だいこん コーン え
ｷﾝｸﾞｲﾖﾝ し
もやし しめじ えの
類
お

海藻

はいがまい ぱんこ さとう く
ろすりごま しろすりごま かた
くりこ ○こむぎこ ○なたねあ
ぶら ○さとう ○ｺｰﾝﾌﾚｰｸ

りんご はくさい にんじん だいこん
かぶ ｷｬﾍﾞﾂ ほうれんそう もやし あ
さつき ｺｰﾝ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ みずな えのき
ｶﾘﾌﾗﾜｰ ねぎ こまつな きざみこんぶ

ぎゅうにゅう

チーズ

ケチャップ
しお

☆4日のお昼に、おぞう煮とおせち料理を食べ
ます。お楽しみに♪♪
★簡単！保育園のおせちレシピ（子ども10名分）★
～松風焼き～
鶏ひき肉320g長ねぎのみじん切り65g、パン粉
50g、砂糖20g、味噌20g、醤油8g、水8～10gを
ひとまとめにこねて、クッキングシートを敷いた天
板にのせてのばします。焼く前に白いりごまをふり
かけて、180度に温めたオーブンで15分ほど焼きま
す。
～栗きんとん～
さつまいもは輪切りで240ｇ、蒸して皮をむきま
す。つぶしながら砂糖35ｇ、みりん16ｇを混ぜて
さっと加熱します。最後に栗の甘煮120ｇを混ぜこ
み、完成です。
～紅白なます～
大根150ｇ、人参80ｇを千切りにしてゆで、冷ま
します。りんご酢12ｇ、砂糖9ｇ、塩1ｇ、油5ｇを
合わせておき、野菜と和えてできあがり！

海藻

くだもの もやし
コーン キャベツ
○やさいジュース

マヨ

たまねぎ
にんにく

りんごす
みりん
しょうゆ
しお

海藻類

今月のレシピ紹介

☆８日は、絵本「おでんのゆ」のおでんです。
絵本に登場するおでんの具を参考に、石和第三保
育所バージョンの「おでんのゆ」のおでんを作ります。
8種類のおでんの具は、①だいこん、②ちくわ、③
さといも、④こんにゃく、⑤うずらのたまご、⑥厚揚
げ、⑦さつま揚げ、⑧がんもどきです。
だいこんさんは、味が染みるようにお湯にゆっくり
つかります。続いてちくわさん、さといもさんもおふ
ろに入ります。ざぶーんとしぶきをあげて入る材料も
いるようです♪♪
みんなでおいしいおでんを召し上がれ☆

成人の日

メキシカンピラフ・ジャーマンポテト
おさかなソーセージ・牛乳・果物

きのこほうとう・いんげん豆の甘煮
ツナ入りさっぱりサラダ・バナナ

もめんどうふ とうにゅう ツ
ナ ほたてがいみずに こおり
どうふ けずりぶし ○のむ
ヨーグルト ○たまご

ぎゅうにゅう ぶたひきにく
くだもの たまねぎ クリームコーン ほ
もめんどうふ ちくわ こおり
うれんそう コーン キャベツ もやし
どうふ おから みそ ○やき
にんじん カリフラワー パセリ
のり

はいがまい じゃがいも ﾏﾖﾈｰｽﾞ
さば メルルーサ きぬごしど
ぱんこ ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ なたねあぶら
うふ みそ ハム にぼし ○
○ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ○なたねあぶら
ぎゅうにゅう ○たまご
○ｸﾞﾗﾆｭｰとう
マーガ

はいがまい さといも さつまい
も ﾏﾖﾈｰｽﾞ 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

ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ
しょうゆ し
いも類
お みりん
○しお
しょうゆ
卵類
りんごす
みりん ﾁｷﾝ 類
ﾌﾞｲﾖﾝ しお

バナナ にんじん カリフラワー はくさ
い だいこん あさつき ブロッコリー
しお
コーン とうみょう みずな パセリ に
んにく

いも

★お誕生日会の給食レシピ★

きのこ類
海藻類

ケチャップ
ぎゅうにゅう おさかなソー
くだもの たまねぎ ブロッコリー にん
卵類
ウスター
セージ ぶたひきにく ベーコ じん ピーマン にんにく ○やさい
ソース カ
類
ン
ジュース
レーこ しお
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本年もよろしくお願いいたします。
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「かぶの葉ご飯」
ご飯を炊く際に塩を加えて炊きます。かぶの葉、小松
菜を短く切り、蒸してさまし水気を切っておきます。
炊けたご飯に混ぜ込みます。
「彩り豆腐のほたてあん」
凍り豆腐を水で戻してしぼってみじん切りにします。
木綿豆腐、ツナ缶、切ったあさつき、みじんにした凍
り豆腐、豆乳、チキンブイヨン、パン粉、塩を混ぜ合
わせ、オーブン用の天板に生地を入れて薄くのばし
180度に加熱したオーブンで約15分焼きます。粗い
みじん切りにした人参を煮て、ほたて貝の水煮を加え
ます。酒、みりん、塩を加え仕上げに水溶き片栗粉で
とろみをつけ、焼けた豆腐煮かけます。
「白菜と大根のごまよごし」
大根、人参、白菜、キャベツ、ブロッコリー、カリ
フラワー、もやしを食べやすい大きさに切り、コーン
も一緒にを加熱してさまし、醤油・砂糖で和え、黒と
白のすりごまを混ぜます。
「かぶのすまし汁」
刻み昆布は水で戻して短く切ります。かぶは食べや
すい大きさに切り、えのき、ほうれん草、水菜、長ね
ぎも切っておきます。昆布の戻し汁を沸騰させ、鰹節
で出しをとったら野菜と短く切った昆布を加えて、仕
上げに削り節を加え、塩で味付けします。

★パルシステムから果物を購入します★
卵

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。
12月は「柿」、「りんご」、「みかん」でした。

★なかよし給食について★

にん
しょうゆ り
カリ
んごす ○み いも類
○ご
りん ○しお

魚

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～
○鶏肉の味噌焼き：鶏肉と玉ねぎ、もやし、しめじと
味噌・砂糖・ごま油・醤油・みりん・片栗粉を混ぜ合
わせてオーブンで焼きます。
○切干大根と刻み昆布の煮物：切干大根、刻み昆布は
戻して短く切っておきます。戻し汁は煮物の水分とし
て使用します。大根、人参、いんげん、油揚げと一緒
に煮て、砂糖・醤油で味付けします。

『ラーほー』笛吹市新ソウルフード ラーほーってラーメン？ほうとう？
笛吹市で昨年7月に市長記者発表が行われ、笛吹市新ソウルフード「ラーほー」が紹介されました。ラーほーは、

子ども達が給食や食育活動をを楽しみに保育園に来てもらえるように、また、たくさん食べて、元気に活動・遊べる体を作れるよう、 山梨県の郷土料理である「ほうとう」をもっと気軽に、もっと多くの観光客の方に、また地域の方に食べて欲しい
今年もおいしい給食作りに励みます。みんながおもちのような粘りのある、強い精神力を持った子どもになってほしいと思います。寒
という思いから開発された、笛吹市の新ソウルフード「ほうとう麺を使用したラーメン」です。記者発表から約半
さや感染症に負けず、明るく楽しく、元気に過ごしてくださいね！！
年がたち、11月1日現在、市内21か所の飲食店で提供されているようです。

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。
1月5日頃：小寒（しょうかん）池や川の氷も厚みを増し、寒さが厳しくなる頃です。この日を「寒の入り」といい、寒さの始ま
りを意味します。そして、小寒と大寒を合わせたおよそ1か月を「寒中」「寒の内」といい、寒中見舞いを出す時期とされています。
1月20日頃：大寒（だいかん）冷え込みもはげしく、寒さが最も厳しい頃。二十四節気の最後の節気で、ここを乗り切れば春近し
ということです。寒気を利用した食物（凍り豆腐、寒天、酒、味噌など）を仕込む時期にもあたります。

笛吹市の広報2018年12月号によると、学校給食でも、「ラーほー」が初登場し、醤油味の基本レシピを参
考としたラーほーが提供されました。
●保育園では、長ねぎとわかめを鶏がらスープのもとで煮て、醤油を加えて片栗粉でとろみをつけた汁を、
ラーほーにかけ、ほうれん草・もやし・コーン・めんま・うずらの卵・揚げ鶏をトッピングして提供します。
ラーほーの麺は、ほうとう麺の厚さより少し薄く、きしめんのような感じに仕上がっており、ゆで麺の状態で
納品します。

～食材のお話 『今日は●●の日』～
「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ます。
1月は4日おぞう煮・おせち料理、7日七草粥、10日「糸引き納豆の日」ということで、納豆
チャーハン、11日「鏡開き」にちなんでおしるこ、17日おむすびの日、22日カレーの日、25
日ホットケーキの日、31日「愛菜（あいさい）の日」で野菜をたくさん使ったメニューを提供
します。お楽しみに★

★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、先月のお誕生日会のメニューです。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。

★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

