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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

以上児（未満児）

たべもののしゅるいとからだのなかでのはたらき

今月のレシピ紹介
調味料

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）

1

スパゲティーナポリタン
月 キャベツのシーザーサラダ
大根とじゃがいものスープ・さつきオレンジ

ヨーグルト
セサミチーズトースト

448(381)
16.6(14.4)
13.7(11.4)
1.8(1.6)

スパゲティー しょくぱん じゃが
いも オリーブオイル さとう マ
ヨネーズ マーガリン かたくりこ
すりごま

2

人参ご飯・こいのぼりハンバーグ
火 アスパラとツナのポテトサラダ
ほたて入りお花スープ・バナナ

牛乳
手作りかしわもち

543(472)
はいがまい
21.0(18.1)
マヨネーズ
18.2(15.4)
ごまあぶら
1.8(1.5)

6

ごろごろ野菜のあったかちゃんぽん
土 ツナ入りさっぱりサラダ
おさかなソーセージ・バナナ

フルーツジュース
パンまたは菓子（パルシステ
ム）

429(333)
16.6(12.8) うどん ぱんまたはかし
9.8(7.3) こ なたねあぶら
2.3(1.8)

8

胚芽ご飯・揚げサバの甘酢あんかけ
月 さつまいもとひじきのサラダ
豆腐とあさつきのみそ汁・バナナ

麦茶
キャベツとコーンのお好み焼
き・ゴーヤチップス

540(447)
18.1(14,4)
22.6(17.9)
2.4(1.9)

9

わかめご飯・若鶏の洋風照り焼き
火 かちりと野菜のレモン醤油和え
ごぼうと人参のみそ汁・甘夏

キャラメルミルク
パイナップルケーキ

482(421)
はいがまい こむぎこ
21.9(21.2)
マーガリン ライむぎ
13.8(9.3)
スライス かたくりこ
2.9(2.4)

10

胚芽ご飯・ねぎたっぷり麻婆豆腐
水 小松菜とコーンの磯和え
春雨スープ・バナナ

カルピス
チーズ蒸しパン

531(453)
21.2(17.3)
16.6(13.4)
2.3(1.8)

11

ロールパン・シーフードカレーグラタン
木 ウインナーと野菜のサラダ
牛乳・季節の果物

大根とえのきのみそ汁
ゆかりとしらすのおにぎり

555(461)
22.7(18.9) ロールパン はいがまい じゃがい
21.9(18.3) も マヨネーズ なたねあぶら
3.4(2.7)

ぎゅうにゅう ピザチーズ えび
いか ウインナー みそ しらすぼ
し にぼし

きせつのくだもの
んじん だいこん
コーン あさつき
やきのり わかめ

たまねぎ キャベツ に
ブロッコリー きゅうり
マッシュルーム えのき

カレールウ り
んごす しお

のむヨーグルト ぶたにく
び にぼし みそ

バナナ たまねぎ キャベツ にんじん ほ
うれんそう なす グリーンアスパラガス
もやし コーン きゅうり えのき

みりん しょう
ゆ りんごす
しお

フルーツジュース バナナ かぼちゃ たま
ねぎ ブロッコリー にんじん コーン
ピーマン

ケチャップ ウ
スターソース
カレーこ しお

しょうゆ

しお

じゃがいも
かたくりこ

もちごめ
ぱんこ

かたくり

はいがまい さつまいも なたねあ
ぶら おこのみやきみっくす こむ
ぎこ マヨネーズ さとう かたく
りこ
さとう
アーモンド

はいがまい こむぎこ さとう
マーガリン はるさめ なたねあぶ
ら かたくりこ すりごま ごまあ
ぶら

ヨーグルト ぶたひきにく ベーコ
ン こなチーズ スキムミルク

さつきオレンジ たまねぎ キャベツ にん
じん だいこん コーン ブロッコリー
ピーマン ダイスカットトマトかんづめ
きゅうり にんにく

ケチャップ 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 もめ
んどうふ こしあん ツナ ほたて
がいみずに

バナナ にんじん たまねぎ コーン だい
こん グリーンアスパラガス ほうれんそう
きゅうり カリフラワー やきのり こんぶ

ケチャップ
お

17日お楽しみ給食のレシピ

フルーツジュース キャベツ バナナ たま
ねぎ にんじん ブロッコリー もやし
コーン カリフラワー しょうが

りんごす

さば きぬごしどうふ
そ にぼし ほしえび

バナナ キャベツ
あさつき コーン
き あおのり

しょうゆ りん
ごす ちゅうの
うソース ケ
チャップ しお

み

にんじん ブロッコリー
ゴーヤ たまねぎ えの

しお

とりにく スキムミルク たまご
みそ かちり あぶらあげ ぎゅう
にゅう にぼし

あまなつ たまねぎ キャベツ にんじん
パイナップルかんづめ もやし ほうれんそ
う きゅうり ごぼう こまつな レモンじ
る

ちゅうのうソー
ス ケチャップ
しょうゆ

もめんどうふ
ピス たまご
スキムミルク

バナナ こまつな たまねぎ
ら コーン えのき もやし
きりのり わかめ

しょうゆ

ぶたひきにく
ダイスチーズ
かつおぶし

カル
みそ

ながねぎ に
あかピーマン

しお

12

金

野菜たっぷりうどん・アスパラのかき揚げ
キャベツとコーンの甘酢和え・バナナ

飲むヨーグルト
ごまだれもちだんご

484(444)
うどん もちごめ
14.8(13.4)
ねあぶら さとう
10.3(9.7)
くりこ
1.9(1.6)

13

土

メキシカンピラフ・チーズかぼちゃサラダ
おさかなソーセージ・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）

531(431)
16.6(13.6) はいがまい ぱんまたはかし
17.3(14.0) ネーズ オリーブオイル
1.6(1.3)

15

胚芽ご飯・さわらの味噌ヨーグルト焼き
月 スナップえんどう入りひじきの煮物
えのきとチンゲン菜のスープ・バナナ

未：牛乳/以：スキムミルク
おから入りくるみ蒸しパン

526(468)
はいがまい こむぎこ くるみ さ
24.9(18.3)
とう マヨネーズ なたねあぶら
15.4(16.8)
かたくりこ しらたまふ
1.8(1.3)

さわら スキムミルク たまご
ぎゅうにゅう ヨーグルト おから
さつまあげ かつおぶし みそ

バナナ チンゲンサイ えのき もやし
ナップえんどう ほしぶどう にんじん
りぼしだいこん ひじき

16

グリンピースご飯・豚肉のしょうが炒め
火 ほうれん草とえのきのサラダ
キャベツとビーフンのスープ・甘夏

麦茶ミルク
さつまいものごまおやき

486(433)
22.4(19.5)
14.0(12.0)
2.0(1.6)

はいがまい さつまいも かたくり
こ なたねあぶら さとう ビーフ
ン マーガリン くろごま ごまあ
ぶら マーガリン

ぶたにく スキムミルク たまご
かちり ぎゅうにゅう ベーコン
かつおぶし

あまなつ ほうれんそう たまねぎ もやし
えのき コーン キャベツ ピーマン グリ
ンピース にんじん しょうが

しょうゆ
ん しお

みり

17

★お楽しみ給食：物語メニュー★三匹のこぶたロールパ
飲むヨーグルト
水 ン・ししゃもフライ・カレー風味ポテトサラダ
お豆腐ときなこのケーキ
コーンポタージュスープ・みかんゼリー

723(664)
23.4(22.0)
33.8(30.8)
2.7(2.5)

ロールパン じゃがいも こむぎこ
マヨネーズ さとう ぱんこ なた
ねあぶら こむぎこ マーガリン
かたくりこ

のむヨーグルト ぎゅうにゅう ウ
インナー ししゃも たまご ベー
コン きなこ とうにゅう

みかんジュース クリームコーン たまねぎ
にんじん コーン グリーンアスパラガス
きゅうり みかんかんづめ こなかんてん
パセリ

カレーこ

しお

18

中華あんかけやきそば
木 かぼちゃのアーモンド焼き
ほたて入りとうがんスープ・季節の果物

ミルクティー
みたらしもちだんご

495(388)
ちゅうかめん もちごめ
18.3(15.6)
かたくりこ ごまあぶら
8.6(6.1)
ン アーモンドスライス
2.3(1.8)

ぶたにく
いみずに

きせつのくだもの かぼちゃ こまつな に
んじん とうがん キャベツ もやし たま
ねぎ コーン にんにく しょうが

しょうゆ

しお

19

★防災引き渡し訓練★未：胚芽ご飯/以：アルファ米
金 防災レトルトカレー・ほうれん草ともやしのナムル
うずらのゆで卵・ヨーグルト

～持ち帰り～
麦茶・防災ビスケット

703(595)
18.9(16.8) アルファまい いりごま
17.8(16.4) ごまあぶら はいがまい
2.3(2.0)

ほうれんそう
ン きりのり

しょうゆ
ごす

りん

20

スパゲティーミートソース
土 大根とツナのサラダ・チーズ
牛乳・甘夏

フルーツジュース
パンまたは菓子（パルシステ
ム）

564(455)
20.0(16.3) パンまたはかし スパゲティー
20.3(16.8) ヨネーズ なたねあぶら
2.0(1.6)

22

五穀ご飯・カレイの味噌ソース焼き
月 ごま入り春雨サラダ
小松菜と麩のすまし汁・バナナ

未：牛乳/以：スキムミルク
手作り甘夏ジャムサンド

457(395)
24.9(17.9)
6.2(8.8)
1.9(1.5)

はいがまい しょくぱん はるさめ
グラニューとう ごこくまい さと
う しらたまふ いりごま あｋた
くりこ ごまあぶら マーガリン

かれい スキムミルク きぬどうふ
ハム みそ かつおぶし ぎゅう
にゅう

バナナ あまなつ もやし こまつな
うり コーン にんじん レモンじる

23

★なかよし給食★油揚げと筍の炊き込みご飯
火 若鶏の塩焼きレモン風味・小松菜サラダ
納豆みそ汁・甘夏

麦茶
甲州かりんとう

481(389)
はいがまい ほうろう さとう な
19.9(18.5)
たねあぶら しらたまふ いりごま
17.1(10.8)
くろごま かたくりこ
2.3(1.9)

とりにく ひきわりなっとう みそ
あぶらあげ にぼし かつおぶし

あまなつ にんじん こまつな たまねぎ
コーン もやし たけのこ えのき なめこ
レモンじる

しょうゆ りん
ごす しお

24

ジャージャー麺・金時豆の甘煮
水 ブロッコリーとコーンの付け合せ
ほうれん草とえのきのすまし汁・さつきオレンジ

飲むヨーグルト
じゃがいもカレー焼き

535(447)
ちゅうかめん
24.2(20.1)
なたねあぶら
14.5(11.7)
りこ
2.8(2.0)

のむヨーグルト ぶたひきにく
んときまめ みそ ピザチーズ
つおぶし

さつきオレンジ もやし たまねぎ ブロッ
コリー にんじん ほうれんそう きゅうり
えのき コーン あさつき にんじん ほし
ぶどう にんにく しょうが

ケチャップ
しょうゆ しお
ウスターソース
しお カレーこ

25

ロールパン・イタリアンハンバーグ
木 アスパラ入り野菜レンジャーサラダ
牛乳・季節の果物

大根とベーコンのスープ
ニラ玉チャーハン

610(504)
ロールパン はいがまい マヨネー
25.0(20.7)
ズ じゃがいも ぱんこ なたねあ
27.1(22.4)
ぶら かたくりこ ごまあぶら
2.5(2.0)

ぎゅうにゅう ぶたひきにく ピザ
チーズ たまご ベーコン スキム
ミルク こおりどうふ

きせつのくだもの かぼちゃ たまねぎ
コーン だいこん ブロッコリー にんじん
にら グリーンアスパラガス

ｹﾁｬｯﾌﾟ しょう
ゆ ちゅうのう
ｿｰｽ しお ﾁｷﾝ
ﾌﾞｲﾖﾝ

26

金

ミルクティー
ふうせんドーナツ

597(534)
22.9(20.9)
21.2(18.8)
1.8(1.5)

たまご
たまご

バナナ たまねぎ キャベツ にんじん ブ
ロッコリー コーン だいこん カリフラ
ワー グリーンアスパラガス にんにく

カレールウ り
んごす しお

27

ツナ入りカレー風味ピラフ
土 チーズとさつまいものサラダ
ボイルウインナー・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）

605(505)
はいがまい パンまたはかし さつ
18.0(15.0)
まいも マヨネーズ オリーブオイ
23.0(19.5)
ル
2.2(1.7)

ぎゅうにゅう
ダイスチーズ

フルーツジュース
ン ブロッコリー
んにく

ケチャップ し
お カレーこ

29

胚芽ご飯・鮭のサワーソース焼き
月 こんにゃく入り肉じゃが
油揚げとねぎのみそ汁・甘夏

麦茶ミルク
くるみとレーズンのクッキー

586(531)
はいがまい じゃがいも こむぎこ
25.8(22.1)
ﾏｰｶﾞﾘﾝ しらたき いとこんにゃく
18.2(16.1)
くるみ かたくりこ なたねあぶら
1.9(1.6)

さけ スキムミルク ぶたにく た
まご みそ ヨーグルト あぶらあ
げ にぼし

あまなつ
だいこん
えんどう

30

給食の先生の手作りパン・豆腐たっぷりコロッケ
火
じゃことキャベツのサラダ・牛乳・バナナ

若竹汁
焼きおにぎり

553(491)
はいがまい きょうりきこ なたね
20.8(18.8)
あぶら ぱんこ さとう かたくり
22.4(20.6)
こ しらたまふ
2.3(1.9)

ぎゅうにゅう もめんどうふ とり
ひきにく むえんバター かちり
とうにゅう みそ こおりどうふ
かつおぶし

バナナ ほうれんそう たけのこ キャベツ
にんじん コーン きゅうり ながねぎ こ
まつな パセリ

りんごす しお
しょうゆ ドラ
イイースト

31

麦ご飯・小松菜とたけのこのしゅうまい
水 五目ひじき・豆腐とあさつきのみそ汁
さつきオレンジ

飲むヨーグルト
バナナとみかんのケーキ

508(468)
18.5(17.0)
13.1(12.4)
1.8(1.5)

のむヨーグルト ぶたひきにく も
めんどうふ たまご みそ あぶら
あげ ぎゅうにゅう にぼし けず
りぶし

さつきオレンジ こまつな にんじん たま
ねぎ えのき いんげん ねぎ みかんかん
づめ バナナ たけのこ ほしぶどう わか
め

しょうゆ

きび入り胚芽ご飯・春野菜たっぷりカレー
ツナとブロッコリーの甘酢サラダ・ゆで卵・バナナ

～５月の食育活動の紹介～

こむぎこ
すりごま

なた
かた

マヨ

さとう
マーガリ

じゃがいも
ごまあぶら

さとう

ぎゅうにゅう
ぶたひきにく

さとう
かたく

はいがまい ホットケーキミックス
じゃがいも なたねあぶら きび
グラニューとう オリーブオイル
なたねあぶら さとう

はいがまい こむぎこ しらたき
しゅうまいのかわ さとう マーガ
リン おしむぎ コーンスターチ
かたくりこ なたねあぶら

黄組 ＜いちごジャム作り＞

＜クッキー作り＞

白組 ＜パン作り＞

＜お花見ランチ＞

～食材のお話 『今日は●●の日』～
今年度は「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。
5月は「7日粉ものの日」、「8日ゴーヤの日」、「15日ヨーグルトの日」、「29日こんにゃくの日」。
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
供したいと思います。4月は3日にさやいんげん、10日にピーマン、12日はパンを使ったメニューでした。

１９日は引き渡し訓練です。
引き渡し訓練にちなみ、保育園では、災害時に役立つ簡単な調理法での食事提供として、保育園に常備してある食材を優先して使い、なるべく
調理器具を使わず、短時間に作る、という目的でこの日の給食を作ります。
今年度はアルファ米とレトルトカレー、備蓄用ビスケットを新しいものと入れ替える都合で、ご飯は３～５歳児のみアルファ米、０～２歳児は
胚芽ご飯、全園児さんが備蓄のレトルトカレーを提供する予定です。おやつとして、備蓄用のビスケットを持ち帰ります。園でどのようなものを
備蓄していたか、保護者のみなさまもお子さんと一緒に食べてみてください。
19日のサラダのレシピと、ポリ袋を使って簡単にご飯が炊ける方法、『パッククッキング』をご紹介をします。ご家庭でも機会がありましたら
一度試してみてください。（材料は子ども10名分・ご飯は大人２名分です。）
～ほうれん草ともやしのナムル～
○材料○ 冷凍ほうれん草330g・もやし200g（洗う際に短く折りながら）・冷凍カリフラワー１００g・冷凍コーン６０ｇ・切りのり８g・いりごま大さじ1
★ドレッシング→醤油大さじ１と３分の１・りんご酢大さじ1・砂糖小さじ1・ごま油小さじ1
○作り方○ 冷凍ほうれん草、冷凍コーン、冷凍カリフラワー、もやしは鍋でさっとゆでて水で冷やし、絞って水を切ります。野菜、のりを軽く混ぜ、いりごま、ド
レッシングと和えます。
～パッククッキング：ポリ袋でご飯を炊く方法～
○材料○ ポリ袋１袋分 無洗米1カップ・水１カップ
○作り方○ ①ポリ袋に無洗米と同量の水を入れる。②袋の中の空気を抜いて、袋の口を結ぶ。（結び口は上の方で結ぶ。）③袋を平らにしてなるべく広げ、米を水
に浸す。④③を沸騰したお湯に入れ、沸騰を保つ程度の火加減でふたをして、約２０～２５分加熱する。⑤火を止めてそのまま１０分ほど蒸らして完成。

※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。
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～4月の食育活動より～

〇赤・黄・白組 かしわもち作り・非常食作り：アルファ米戻し
ピクニックごっこ
〇黄・白組 サラダづくり・朝ごはんのお話・三色のバランスぬり絵
〇ピンク組 食育関連の絵本の読み聞かせ
〇桃組 野菜洗い・カルピスづくり・園庭ランチ
〇赤組 おにぎりづくり・サラダづくり
〇黄組 グリンピースご飯作り（お米洗い～炊飯・混ぜご飯作り）
箸の使い方指導・食器の置き方指導・甘夏ジャム作り
〇白組 クッキー作り
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２日、赤・黄・白組さんでかしわもちを
作ります。
ラップに炊いたもち米をのせて、あんを
のせてラップごとくるみます。ラップから
取り出して柏の葉にのせて完成です♪
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〇ししゃもフライ：水で溶いた小麦粉に
ししゃもをくぐらせ、パン粉をつけて油
で揚げます。
〇カレー風味ポテトサラダ：じゃがいも、
グリーンアスパラガス、人参、きゅうり
を食べやすい大きさに切って加熱して冷
まし、カレー粉を混ぜたマヨネーズ・砂
糖・塩の調味料で和えます。
〇コーンポタージュスープ：細切りにし
たベーコン、四角く切った玉ねぎを煮て
クリームコーン缶とホールコーン、牛乳、
みじん切りにしたパセリを加えます。温
まったらシチュールウを入れて、とろみ
が足りない場合は水溶き片栗粉を加えて
とろみをつけます。

～手作り甘夏ジャムサンド～
２２日は甘夏ジャムを作ります。でき
あがったジャムはおやつに食パンにはさ
み、甘夏サンドにします。お楽しみに♪
＜ジャムのレシピ：甘夏１㎏分＞
甘夏の皮をむき、種やすじもとって実
だけにしてざく切りにします。実を半分
だけ水180mlを入れて火にかけ、煮
立ったら弱火で15分煮ます。残りの実
を加えてふたをして10分煮ます。やわ
らかくなったら火を強めてグラニュー糖
250gを加え、焦げ付かないように7～
10分煮ます。

30日★ピクニックごっこ★
赤、黄、白組さんはお弁当箱に給食を
詰めます。6月の親子遠足に向けた活動
です。いつもと同じ給食でも、お弁当箱
に入れて外で食べると違った雰囲気にな
りますね。
給食メニューは、給食の先生の手作り
パン・豆腐たっぷりコロッケ・じゃこと
キャベツのサラダ・牛乳・バナナです。
○豆腐たっぷりコロッケ：鶏ひき肉、木
綿豆腐、戻してみじんにした凍り豆腐、
長ネギ、パセリ、塩・醤油・片栗粉を混
ぜたものをコロッケの形にしてパン粉を
つけて油で揚げます。
○じゃことキャベツのサラダ：ほうれん
草、キャベツ、きゅうり、にんじん、か
ちり、コーンを菜種油・りんご酢・塩の
ドレッシングで和えます。

★なかよし給食について
この日は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。
～５月のメニュー紹介～
○油揚げと筍の炊き込みご飯：ゆで筍、
油揚げ、人参を細切りにし、米・削り
節・酒・醤油・砂糖・塩を炊き込みます。
○若鶏の塩焼きレモン風味：レモン汁・
塩・片栗粉・薄切りにした玉ねぎと鶏肉
を和えてオーブンで焼きます。
○小松菜サラダ：小松菜・えのき・もや
し・人参・コーンをりんご酢・醤油・な
たね油でドレッシングを作って和えます。
○納豆みそ汁：ひきわり納豆、玉ねぎ、
なめこ、白玉麩を煮干しだしで煮てみそ
汁を作ります。
○甲州かりんとう：生のほうとう麺を3
～4㎝に切って油で揚げ、溶かした砂
糖・白ごま・黒ごまを和えます。

★パルシステムから果物を購入して
います★
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ていま
す。
4月は「でこぽん・しらぬい」、「カ
ラマンダリン」、「ニューサマーオレン
ジ」でした。

★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ご覧ください。
5月『三匹のこぶた』ロールパンをこぶたのおうち、ウインナーをこぶた
に見立てて3つ置きます。ブロッコリーは草をイメージします。

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
マトをのせました。

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。
＜味噌＞
仕込みからじっくりと、半年以上熟成されていて、うまみ成分が十分に
引き出されたまろやかな味です。
毎日の食卓に欠かせない味噌は、日本で古くから食されてきた伝統的な
発酵食品です。発酵することにより、原料の大豆たんぱく質が分解され、
みそは必須アミノ酸8種全てを含む栄養食品となります。昔から「味噌の
医者いらず」といわれるほどその栄養価の高さが評価されてきました。

★おすすめ食育絵本★
『そらまめくんのベッド』
なかや みわ

『たまねぎちゃん
あららら！』
『にんじんさんと
じゃかじゃかじゃん』
長野ヒデ子

4月は「おやおやおやさい（石津ちひろ）」、「やさいのがっこう（なかやみわ）」でした。
毎月紹介していきますので参考にしてください。

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

