９

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

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２９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

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）

ご家庭での
ポイント
※給食からの摂取量
が少なかった食材で
す。家庭で補ってい
ただければ満点です

牛乳
マーマレードジャム蒸しパ
ン

432(375)
はいがまい じゃがいも こんにゃ
16.1(14.1)
く いりごま さとう ごまあぶら
13.5(12.6)
○ホットケーキミックス
2.0(1.7)

ウインナー みそ きぬごしどうふ
にぼし ○ぎゅうにゅう ○とう
にゅう ○たまご

キウイフルーツ ほうれんそう もやし にんじ
ん だいこん カリフラワー コーン ねぎ ご
ぼう きりのり だしこんぶ ○マーマレード
ジャム

しょうゆ り
んごす しお

魚介類 きのこ
類 海藻類

フルーツジュース
パンまたは菓子（パルシス
テム）

466(420)
17.2(15.3) うどん じゃがいも
13.6(12.2) ○パンまたはかし
2.5(2.1)

ぎゅうにゅう ぶたももにく
かなソーセージ ツナ

バナナ たまねぎ にんじん
キャベツ ピーマン コーン
ス

りんごす
しょうゆ
お

卵類 魚介類
海藻類

野菜たっぷりソース焼きそば
月 ボイルウインナー・栄養いっぱいサラダ
ほうれん草ととうがんのスープ・すいか

ミルクティー
オートミールバー

621(489)
24.2(20.4)
20.1(16.4)
2.9(2.3)

ちゅうかめん さつまいも なたね
あぶら ﾏﾖﾈｰｽﾞ かたくりこ さと
う ○こむぎこ ○ｵｰﾄﾐｰﾙ ○さと
う ○ﾏｰｶﾞﾘﾝ ○ﾋﾟｰﾅｯﾂﾊﾞﾀｰ

ぶたももにく ウインナー ダイス
チーズ かつおぶし ○スキムミル
ク ○たまご ○ぎゅうにゅう

すいか キャベツ にんじん もやし たまねぎ
かぼちゃ ほうれんそう とうがん コーン ブ
ロッコリー だしこんぶ

ちゅうのう
ソース しお
しょうゆ ○
しお

魚介類 海藻類
きのこ類

5

給食の先生の手作りパン
火 揚げカジキのトマトソース
ころころサラダ・牛乳・バナナ

ぶどうジュース
豚肉とほうれん草のひやむ
ぎ

637(538)
きょうりきこ かたくりこ なたね
26.2(21.7)
あぶら マヨネーズ さとう オ
26.1(21.7)
リーブオイル ○ひやむぎ
2.4(1.9)

ぎゅうにゅう かじき さつまあげ
むえんバター だいずみずに ダイ
スチーズ ○ぶたももにく ○にぼ
し

バナナ トマトピューレ にんじん だいこん
たまねぎ きゅうり にんにく ○ぶどうジュー
ス ○ほうれんそう ○にんじん

しお ドライ
イースト ○
しょうゆ

卵類 海藻類
いも類

6

水

タコスライス・野菜のガーリックソテー
オクラとコーンのスープ・ぶどう

未：牛乳/以：スキムミルク
レーズンスコーン

566(458)
19.7(13.6)
13.5(14.5)
1.9(1.4)

はいがまい じゃがいも なたねあ
ぶら コーンフレーク さとう か
たくりこ ○こむぎこ ○マーガリ
ン

ぶたひきにく
ぎゅうにゅう

ぶどう たまねぎ ブロッコリー トマト レタ
ス オクラ あかピーマン コーン にんにく
○いちごジャム ○ほしぶどう

ｹﾁｬｯﾌﾟ ｳｽﾀｰ
ｿｰｽ しお ﾁｷ
ﾝﾌﾞｲﾖﾝ ｶﾚｰこ
○しお

魚介類
卵類

7

木

醤油ラーメン・コーンの付け合せ
野菜たっぷり炒り卵サラダ・季節の果物

のむヨーグルト
くるみだれもちだんご

445(361)
14.5(12.1)
8.3(6.7)
1.9(1.6)

ちゅうかめん じゃがいも マヨ
ネーズ なたねあぶら かたくりこ
○もちごめ ○さとう ○くるみ
○いりごま ○かたくりこ

たまご
グルト

もやし ほうれんそう ブロッコリー にんじん
コーン きゅうり めんま ねぎ わかめ きせ
つのくだもの

しょうゆ
お

きのこ類
類 豆類

8

胚芽ご飯・オクラ入り麻婆豆腐
金
春雨つるつるサラダ・大根とあさつきのすまし汁・梨

未：牛乳/以：スキムミルク
【重陽の節句】マロンケー
キ

529(480)
21.2(15.6)
12.6(14.8)
2.2(1.7)

はいがまい はるさめ さとう ご
まあぶら かたくりこ なたねあぶ
ら ○こむぎこ ○くり ○さとう
○マーガリン ○こなざとう

もめんどうふ ぶたひきにく みそ
ハム かつおぶし ○スキムミルク
○たまご ○ぎゅうにゅう

なし もやし だいこん
ねぎ あさつき コーン
ン おくら にんにく

しょうゆ り
んごす しお

魚介類 豆類
きのこ類

9

土

鶏肉と野菜のピラフ・かぼちゃごまサラダ
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）

497(447)
15.1(13.6) はいがまい マヨネーズ いりごま
15.5(13.7) オリーブオイル ○パンまたはかし
1.5(1.3)

ぎゅうにゅう とりももにく
かなソーセージ

バナナ かぼちゃ ブロッコリー にんじん た
まねぎ コーン ピーマン しめじ にんにく
○フルーツジュース

ケチャップ
しお

卵類 魚介類
海藻類

11

月

サラダうどん・ボイルウインナー
かぼちゃのアーモンド焼き・メロン

なめこと玉ねぎのみそ汁
豚ごぼうご飯

464(388)
うどん マヨネーズ さとう
17.2(14.4)
ガリン アーモンドスライス
16.3(14.1)
いがまい ○なたねあぶら
2.8(2.3)

ツナ ウインナー かつおぶし
ぼし ○みそ ○ぶたひきにく
にぼし

メロン かぼちゃ レタス とまと
ぼう きゅうり きりのり わかめ
○たまねぎ ○ごぼう ○あさつき

みりん しょ
うゆ ○みり
ん ○しょう
ゆ

豆類 きのこ類
牛乳・乳製品

12

きび入り胚芽ご飯・鮭のマヨネーズ焼き
火 切り干し大根中華サラダ
えのきとチンゲン菜のスープ・ぶどう

ミルクティー
未：ピザトースト/以：夏野
菜の手作りピザ

540(397)
25.9(21.7)
14.4(10.2)
2.3(2.0)

はいがまい マヨネーズ きび さ
とう ごまあぶら かたくりこ オ
リーブオイル ○しょくぱん ○こ
むぎこ ○なたねあぶら

さけ かつおぶし ○スキムミルク
○ピザチーズ ○ウインナー

ぶどう もやし きゅうり えのき ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ た
まねぎ にんじん きりぼしだいこん ○ﾄﾏﾄ ○
たまねぎ ○なす ○ﾋﾟｰﾏﾝ ○ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ○ｽﾞｯｷｰ
ﾆ ○ｺｰﾝ ○ﾏｯｼｭﾙｰﾑ

しょうゆ り
んごす しお
さけ ○ケ
チャップ

卵類
豆類

13

水

麦茶ミルク
ヨーグルトケーキ

610(510)
はいがまい じゃがいも さとう
21.9(18.7)
ごこく なたねあぶら ○こむぎこ
15.5(12.4)
○さとう
1.7(1.4)

とりにく きんときまめ かちり
○スキムミルク ○ヨーグルト ○
たまご

バナナ たまねぎ にんじん ほうれんそう な
す コーン キャベツ もやし きゅうり にん
にく ○レモン

カレールウ
りんごす し
お

魚介類

14

栗ごはん・若鶏の塩焼きレモン風味
木 大根ツナサラダ・豆腐とほうれん草のすまし汁
季節の果物

未：牛乳/以：スキムミルク
カシューナッツクッキー

642(539)
24.1(19.5)
24.8(23.0)
1.9(1.4)

はいがまい くり マヨネーズ ふ
かたくりこ ○こむぎこ ○マーガ
リン ○カシューナッツ ○さとう
○こなざとう

とりにく
つおぶし
うにゅう

だいこん にんじん ほうれんそう ブロッコ
リー たまねぎ コーン だしこんぶ レモン
わかめ きせつのくだもの

しお

魚介類 卵類
きのこ類

15

【ひじきの日】ちりめんじゃこのトマトスパゲティー
金 小松菜とひじきのごま和え・ほうれん草とベーコンの
スープ・バナナ

キャラメルミルク
エビと海苔の二色ポテト

432(387)
16.2(14.6)
9.0(7.9)
2.6(2.2)

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ さとう すり
ごま かたくりこ ○じゃがいも
○ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ ○ﾏﾖﾈｰｽﾞ ○かたくり
こ ○さとう

かちり ベーコン
○ほしえび

バナナ トマト たまねぎ こまつな ピーマン
ほうれんそう キャベツ コーン だいこん に
んじん えのき ○あおのり

ｹﾁｬｯﾌﾟ しょ
うゆ ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖ
ﾝ ○しょうゆ
○しお

肉類
豆類

16

土

青菜じゃこご飯・ウインナーとじゃがいものソテー
チーズ・ごぼうと大根のみそ汁・バナナ

フルーツジュース
パンまたは菓子（パルシス
テム）

466(419)
はいがまい じゃがいも オリーブ
15.0(13.2)
オイル いりごま ○パンまたはか
13.9(12.1)
し
2.7(2.3)

ウインナー チーズ みそ
あげ かちり にぼし

バナナ
いこん

しお

卵類 魚介類
海藻類

19

火

手作りだれの冷やし中華・さつま芋の甘煮
甘辛かちり大豆・梨

ミルクティー
チーズ蒸しパン

653(541)
28.6(24.1)
23.5(18.9)
2.8(2.3)

ちゅうかめん さつまいも さとう
なたねあぶら ﾏﾖﾈｰｽﾞ すりごま
かたくりこ ごまあぶら いりごま
○こむぎこ ○ﾏｰｶﾞﾘﾝ ○さとう

ぶたガラ たまご だいずのみずに
ハム かちり ○スキムミルク ○
たまご ○ダイスチーズ

なし

しょうゆ り
んごす みり
ん

きのこ類
類

20

☆お楽しみ給食☆ジャコピラフ・ねこハンバーグ・
水 キャッツナサラダ・さつまいもとしめじのミルクスー
プ・フルーツゼリー

のむヨーグルト
ねこのしっぽパン

627(521)
はいがまい さつまいも じゃがい
23.7(19.6)
も ぱんこ さとう なたねあぶら
19.3(15.5)
○きょうりきこ ○さとう
2.3(1.9)

ぶたひきにく もめんどうふ ツナ
かちり スキムミルク ○のむヨー
グルト ○むえんバター

みかんジュース たまねぎ にんじん キャベツ
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ とうがん みかんかんづめ ほうれんそ
う コーン しめじ ピーマン しいたけ かん
てん

ｹﾁｬｯﾌﾟ りん
ごす しお ｼ
ﾁｭｰﾙｳ ○ﾄﾞﾗｲ
ｲｰｽﾄ

卵類 きのこ類
海藻類

21

木

麦茶ミルク
さつまいものごまおやき

488(427)
19.0(16.6)
13.4(11.5)
1.9(1.6)

ぶたひきにく ゆでたまご みそ
かつおぶし ○スキムミルク ○た
まご ○ぎゅうにゅう

にんじん だいこん こまつな えのき キャベ
ツ もやし ねぎ たけのこ いんげん たまね
ぎ しいたけ ねりうめ きせつのくだもの

しょうゆ り
んごす しお
○しお

魚介類

ぎゅうにゅう
○あぶらあげ

バナナ かぼちゃ コーン たまねぎ にんじん
きゅうり しょうが ○たまねぎ ○わかめ

しょうゆ し
お ○しょう
ゆ

海藻類
肉類

なし たまねぎ キャベツ トマト もやし
きゅうり にんじん ピーマン ねぎ だいこん
ごぼう しょうが ○かぼちゃ

みりん しょ
うゆ りんご
す しお ○
しお

卵類
製品

緑黄色野菜
藻類

1

【防災の日メニュー・キウイフルーツの日】
金 人参ご飯・ボイルウインナー・ほうれん草ともやしのナ
ムル・具だくさんみそ汁・キウイフルーツ

2

土

4

焼きうどん・ツナと野菜のさっぱりサラダ
お魚ソーセージ・牛乳・バナナ

五穀ご飯・なす入りチキンカレー
じゃことキャベツのサラダ・金時豆の甘煮・バナナ

肉味噌丼・梅ドレッシングサラダ
ビーフンと小松菜のすまし汁・季節の果物

なたねあぶら

マー
○は

はいがまい じゃがいも さとう
なたねあぶら ﾋﾞｰﾌﾝ かたくりこ
○さつまいも ○かたくりこ ○さ
とう ○ﾏｰｶﾞﾘﾝ ○くろごま

おさ

○スキムミルク

ハム なると
○みそ

○

○のむヨー

おさ

に
○

もめんどうふ ツナ か
○スキムミルク ○ぎゅ

○スキムミルク

あぶら

ブロッコリー
○フルーツジュー

きゅうり
にんじん

ねぎ たま
あかピーマ

コーン ご
○なめこ

たまねぎ にんじん コーン
ごぼう ○フルーツジュース

にんじん

もやし

ミニトマト

ねぎ

だ

きゅうり

し

し

22

ロールパン・タラの黒ごま唐揚げ
金 かぼちゃとコーンのサラダ
牛乳・バナナ

カルピス
わかめと玉ねぎのひやむぎ

561(476)
ロールパン こむぎこ マヨネーズ
24.1(20.0)
なたねあぶら くろごま ○ひやむ
17.4(14.7)
ぎ
2.4(1.9)

25

★なかよし給食★
月 胚芽ご飯・豚肉のしょうが炒め
お豆さっぱりサラダ・具だくさんみそ汁・梨

麦茶
米粉のかぼちゃケーキ

448(400)
16.7(14.0)
12.2(10.4)
1.6(1.3)

はいがまい さつまいも こんにゃ
く なたねあぶら オリーブオイル
かたくりこ さとう ○こめこ ○
さとう ○なたねあぶら

ぶたももにく ゆでだいず みそ
あぶらあげ にぼし ○とうにゅう

うどん こむぎこ なたねあぶら
かたくりこ さとう ○もちごめ
○はいがまい ○さとう ○くろご
ま

ちくわ ぶたももにく かちり か
つおぶし ○スキムミルク ○きな
こ ○ぎゅうにゅう

ぶどう
コーン

だいこん もやし たまねぎ
ねぎ あさつき あおのり

みりん しょ
うゆ りんご
す しお カ
レーこ

たら ○カルピス
○にぼし

海藻類

海藻類

海藻類

海藻類

海藻

海藻類

いも類

牛乳・乳

カレーうどん・ちくわの磯辺揚げ
大根の甘酢和え・ぶどう

未：牛乳/以：スキムミルク
おはぎ

27

水

胚芽ご飯・未：タラのかば焼き/以：さんまのかば焼き
ポテトサラダ・なすとオクラのみそ汁・バナナ

ミルクティー
コーン蒸しパン

597(434)
21.8(18.4)
22.0(10.2)
1.9(1.5)

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

さんま みそ ハム にぼし たら
○スキムミルク ○たまご ○ぎゅ
うにゅう

バナナ たまねぎ なす キャベツ にんじん
アスパラ きゅうり おくら しょうが ○コー
ン

しょうゆ み
りん しお

海藻類

豆類

28

ロールパン・きのことじゃがいものグラタン
木 三色ごまマヨネーズ和え・トマトとベーコンのスープ
季節の果物

牛乳
きび入りもちだんご

608(496)
21.1(17.5)
24.8(20.6)
2.4(1.9)

ﾛｰﾙﾊﾟﾝ じゃがいも ﾏﾖﾈｰｽﾞ ﾏｯｼｭ
ﾎﾟﾃﾄ なたねあぶら ぱんこ すり
ごま いりごま ○もちごめ ○き
び ○さとう ○かたくりこ

ぶたひきにく ぎゅうにゅう ピザ
チーズ ベーコン ○ぎゅうにゅう
○きなこ

たまねぎ ほうれんそう にんじん トマト
ピューレ コーン しめじ ブロッコリー トマ
ト マッシュルーム えのき きせつのくだもの

チキンブイヨ
ン しお ○
しょうゆ

海藻類

魚介類

29

金

ロコモコ丼・小松菜とえのきのサラダ
人参とホタテのスープ・梨

麦茶ミルク
【洋菓子の日・くるみの
日】りんごのブラウニー

523(521)
25.2(21.8)
23.1(20.0)
1.9(1.6)

はいがまい ぱんこ なたねあぶら
かたくりこ オリーブオイル ○こ
むぎこ ○まーがりん ○さとう
○くるみ ○こなざとう

ぶたひきにく ゆでたまご とう
にゅう とうにゅう ほたてがいみ
ずに こおりどうふ ○スキムミル
ク ○たまご

なし こまつな トマト たまねぎ レタス ブ
ロッコリー にんじん きいパプリカ もやし
だいこん えのき コーン ○りんご ○レモン

ｹﾁｬｯﾌﾟ ちゅ
うのうｿｰｽ
しょうゆ り
んごす しお

魚介類

海藻類
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土

和風スパゲティー・小松菜ツナマヨサラダ
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）

532(476)
スパゲティー マヨネーズ マーガ
19.0(16.7)
リン なたねあぶら いりごま ○
20.1(17.9)
パンまたはかし
1.4(1.2)

ぎゅうにゅう
ンナー ツナ

バナナ こまつな たまねぎ にんじん もやし
えのき コーン ピーマン にんにく ○フルー
ツジュース

しょうゆ
お

卵類 魚介類
海藻類

し

赤・黄・白組さんでクッキング！玉
ねぎ、ブロッコリー、コーン、マッ
シュルーム、なす、ズッキーニ、ピー
マン、トマト、ウインナーをピザ生地
の上にのせます。味付けはトマトケ
チャップ、ピザチーズをのせて給食室
のオーブンで焼きます。
○生地の分量（子ども5名分）○
小麦粉75g、ベーキングパウダー1g、
なたね油12.～13g、水25～50g
○作り方○野菜は食べやすい大きさに
切っておきます。生地はボールかポリ
袋に入れてよく混ぜ合わせます。ひと
まとまりになり、柔らかくてのびる状
態になったらボールか袋から出して
クッキングシートの上に出して伸ばし
ます。トマトケチャップを生地全体に
伸ばし、野菜やウインナーをのせて仕
上げにピザチーズをのせ、焼きます。

20日お楽しみ給食のレシピ

火

ウイ

みんな大好き冷やし中華！おいしさ
の秘密を紹介します。
朝から豚の骨をコトコト煮て、おい
しいだしをとります。だしがとれたら、
調味料を入れながら冷やしていきます。
園で使って入る調味料は、大地を守
る会より購入している“醤油、りんご
酢、洗双糖、ごま油”です。
基本はゆで中華めんに、このたれを
かけていますが、月によってトッピン
グを変えています。
9月は、ハム、きゅうり、人参、もや
し、いりたまご、ミニトマトです。
暑い夏に、ちょっと食欲がないとき
でもさっぱりとおいしく食べられます。
今回で、今年度の冷やし中華もおしま
いです。たくさん食べて、元気に残暑
を乗り切ってください♪

～12日夏野菜の手作りピザ～
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ぶたひきにく

保育園の人気メニュー☆
『手作りだれの冷やし中華』

魚介

491(423)
22.6(16.4)
9.1(11.3)
2.3(1.8)

にんじん
きゅうり

今月のレシピ紹介

海

○ねこハンバーグ：豚ひき肉・玉ね
ぎ・木綿豆腐・パン粉・塩・水で溶い
たスキムミルクを混ぜ合わせ、ハン
バーグの形にして焼きます。いちょう
切りにした人参を耳にして、ケチャッ
プで顔をかきます。
○キャッツナサラダ：キャベツ・人
参・じゃがいも・ブロッコリー・コー
ンが入ったツナサラダです。味付けは
りんご酢・なたね油・塩・砂糖です。
いつものサラダですが、名前をかえて、
猫を連想させるツナサラダです。
○ねこのしっぽパン：おやつの手作り
パンは、ねこのしっぽのように長く
作ってみます☆お楽しみに♪

★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、その時に掲載さ
れている果物を選んで提供しています。
８月は「ブルーベリー」、「すいか」、
「梨」でした。

★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。
～９月のメニュー紹介～
○豚肉のしょうが炒め：豚肉を炒めて、
玉ねぎ、もやし、ピーマン、すりおろし
たしょうがを加えて炒めます。火が通っ
たらみりん・醤油を加えて仕上げに水溶
き片栗粉を加えて水分を閉じ込めます。
○お豆さっぱりサラダ：キャベツを食べ
やすい大きさに切って蒸して冷まします。
トマト、きゅうりも食べやすい大きさに
切り、ゆで大豆を加えて野菜を混ぜてお
きます。りんご酢・オリーブオイル・砂
糖・塩のドレッシングと和えてできあが
り★
○具だくさんみそ汁：人参、ごぼう、さ
つまいも、大根、長ネギ、こんにゃく、
油揚げが入ります。

★お楽しみ給食★
子育て家族の防災術～使いながら備蓄する習慣を～
災害は常に予期せぬタイミングで起こります。食べ物や必要な日用品が大人と違う小さな子どもの場合、救援物資も潤沢にあると
は限りません。災害時の備えをするときおすすめなのは、日常品を多めに用意し、使った分を補充して常にストックがある状態にす
る備蓄方法です。この方法なら、“いざ使うとき古くなっていた”、という失敗もありませんし、中でも食べ物は、普段食べなれた
味が人を癒す効果もあります。日常の延長線上として、防災を意識し、備えていきましょう。

普段の食材を「非常食」に。
果物…水も火も使わず食べられる果物は最高の非常食。災害時に不足しがちなビタミン、食物繊維、水分が手軽にとれるからです。
缶詰…保存に便利な缶詰は、いつもの食べなれた味を備蓄しておくと良いですね。普段使いながら、１０日分が常にストックされて
いるように買い足して、賞味期限が近い方から消費していきましょう。
水・飲料…２リットル×最低限３日分以上（１人分）を目安に確保を。※１日の水分補給量はおよそ３リットルですが、食品から１
リットルほど水分が取れるため、飲料の備蓄は２リットルが目安です。保管場所に余裕があれば１０日分ほどあると安心です。赤
ちゃんは脱水症状を起こしやすいので、確実に飲料水の備えを。マザーズバックには、子どもの好きな飲み物を入れておく習慣を。

子どもを守る！これだけは備えておきたい！！
非常持ち出し袋は避難経路上においておきましょう。また、マザーズバッグにも、緊急時に最低限必要なものをプラスして入れて
おくと、外出時の被災にも備えられます。備蓄の目安やマザーズバッグの備えのポイントを紹介します。
栄養 不安から食が細くなる子どもも多いので、食欲を出すためにお菓子の備えがあると良いですね。アレルギーがある場合は食べ
られる食品の備蓄を。
衛生 断水時には思うようにお風呂に入れないため、おむつかぶれなど皮膚が荒れることが多くなります。おしりふきや皮膚ケアの
医薬品を用意しておきましょう。感染症を防ぐためのマスクなども必要です。
避難 災害時は停電になることも多いので、夜道の安全のためにあかりの確保を。子どもの不安を和らげる効果もあります。赤ちゃ
んの場合は、抱っこひもがあるとしっかり抱きかかえられ便利です。

外出先で被災した時のためにも～マザーズバックの備えをチェックしよう！！～
紙おむつ・雨具・財布・母子手帳またはコピー・おしりふき・マグまたは哺乳びん（ミルクも）・携帯電話（充電器も）・ハンカ
チ、タオル・飲料、お菓子、ベビーフード（非常時に備えてプラスしておきたいもの マスク・ライト・ホイッスル・携帯用トイ
レ・常備薬・子どもの着替え1セット…兄弟がいる場合は同じように備えを。ぐずり対策にお気に入りのおもちゃもあると便利★）
○お菓子：備蓄の目安は１人２回×最低限３日分以上 非常時、子どもは不安から食欲がなくなることがあります。いつものおや
つが食べられると安心し、食欲が引き出されます。ぐずり対策にも。マザーズバックに１回分は入れる習慣を。
○粉ミルク：備蓄の目安は１人×１０日分以上 避難所ではミルクの種類を選ぶことはできないので、月齢や好みにあったミルク
を備えておきましょう。大人の食品に比べて手に入りにくい粉ミルクは、余裕をもって多めに備蓄しておくと安心です。
○ベビーフード：備蓄の目安は１人×最低限３日分以上 ベビーフードは普段から、時々食べさせながら備蓄をしておくと好みが
わかります。保管場所に余裕があれば１０日分ほどあると安心です。
○マスク：普段は花粉・風邪対策に。非常時は粉じんや感染症対策に。避難時は一度に沢山の人が集まるので、感染症対策は必須。
子どもの顔にあった小さめサイズを用意しておきましょう。
○ライト、ホイッスル：普段は夜道などで。非常時は停電した夜道やエレベーター内、避難所で。ホイッスルはバックに付けて。
非常時に大きな声で呼ぶのは体力を消耗するので、小さな域でも音の出るホイッスルは命を守るアイテムです。
○おしりふき：普段はおしりふき。非常時は体をふいたり、口元や手などの衛生用。あせもやおむつかぶれ対策に。ノンアルコー
ルタイプのものがおすすめです。
○雨具（カッパやポンチョ）：普段は雨具に。非常時は雨や風よけ、防寒の一つにも。雨にぬれると急速に体力を消耗するので雨
具は必須。寝るときにかけたり、ズボンタイプのものは、着替えの一つとしても。
○携帯用トイレ・オムツ：普段は渋滞用。非常日は避難中のトイレに。断水の影響でトイレが使えない、並んでいて時間がかかる
ことが多いので、一つでもマザーズバックに入っていると安心です。オムツは、災害時には「１サイズ上」をストック。１か月分を
目安に。

※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。

今年度のお誕生日会は『世界の童話』をテーマに展開されます。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。
９月『長靴をはいたねこ』ねこの顔をイメージして、ハンバーグでねこを作ります。いちょう切りにした
人参を耳にして、ケチャップで顔を描きます。普段の給食のツナサラダですが、この日は名前を“キャッツナ
サラダ”にしてみます。おやつの手作りパンは、細長くして、猫のしっぽをイメージします。
８月『魔法のランプ』魔法のじゅうたんをイメージして、リーフレタス、スライスチーズ。ウインナー
をのせたり、巻いたりして、お子さんが自分で考えて、楽しく食べられるようにしました。宝石をイメージ
して、星形パイナップル、星形に抜いたすいか、ぶどうがのったゼリーでした。おやつは、ランプの形をした
クッキーで、子どもたちに大人気でした！未満児クラスでも、ランプの口を「しっぽ」と言って喜んでいました。
※写真は８月のものです。

＜＜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。「パルシステム山梨」で購入している物を紹介します。
＜マヨネーズ（卵黄タイプ）＞鶏の主なえさであるとうもろこしは、非遺伝子組み換え・収穫後農薬不使用。健康に
育てた鶏から生まれた、産直産地の卵を使用しています。油は、オーストラリアのカンガルー島で収穫された、非遺
伝子組み前の菜種を使用しています。化学処理を施さずに仕上げた、混じりけなしの「一番搾り」です。
＜トマトケチャップ＞真っ赤に完熟したトマトを使い、トマトのおいしさをいかした、ほどよい甘さに仕上げられて
います。

～9月のおもな食育活動の紹介～
○ベビーピンク組 なす・りんご・梨・バナナの観察～試食・食育に関する絵本の読み聞かせ
○ピンク組 キャベツちぎり・オクラスタンプ・なす洗い・かぼちゃの観察・アスパラ折り・食育に関する絵本の読み聞かせ
○もも組 野菜洗い・食育遊び・果物の皮むき～カットショー
○赤 組 おにぎり作り・サラダ作り・野菜洗い・食育遊び（アルミホイルに包んで食材当て～試食）・夏野菜ピザづくり
○黄 組 野菜洗い・塩の実験・食育遊び（野菜の仲間わけ・なす比べ～カットして炒める・パスタ比べ）・夏野菜ピザづくり・食育のお話
○白 組 野菜の皮むき・おにぎり作り・サラダ作り・夏野菜ピザづくり・三色のバランスの復習～10月の献立を考える・味見当番

☆料理の発祥や食材の産地を紹介しています☆
野菜や果物の産地が外国の時や、外国料理の発祥について、その国の国旗を見せたり、料理が生まれたいわれについてのおはなしをしています。
9月は『ナムル：韓国』、『ロコモコ：アメリカ』、『ヨーグルトケーキ：トルコ』の予定です。

★おすすめ食育絵本★
『つよいちからがでるたべもの』
『びょうきからまもってくれるたべもの』
『たべるのだいすき！』
『じょうぶなからだをつくるたべもの』
『すいかのたね』
さとうわきこ

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

