５

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

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
あまなつ キャベツ たまねぎ カリフラ
ワー にら トマトかんづめ しめじ え
のき ほうれんそう にんじん コーン
にんにく ○りんごジャム ○レーズン

調味料

1

鶏肉ときのこのトマトソーススパゲティー
火 ニラとキャベツのサラダ
カリフラワーとほうれん草のスープ・甘夏

キャラメルミルク
【カリフォルニアレーズンの
日】レーズンスコーンりんご
ジャムつき

538(453)
スパゲティー じゃがいも なた とりひきにく ベーコン しら
19.4(16.9)
ねあぶら かたくりこ ○こむぎ す ○スキムミルク ○ぎゅう
15.3(12.3)
こ ○マーガリン ○さとう
にゅう
1.9(1.6)

2

★こどもの日会★人参ご飯
水 こいのぼりハンバーグ・アスパラとツナのポテト
サラダ・ホタテ入り野菜スープ・バナナ

飲むヨーグルト
未：あずきもち団子／
以：手作り柏餅

537(467)
20.6(17.7)
14.5(11.8)
1.8(1.5)

はいがまい じゃがいも マヨ
ネーズ かたくりこ ぱんこ し
らたまふ ごまあぶら ○もちご
め

ぶたひきにく もめんどうふ
バナナ にんじん たまねぎ だいこん
ツナ ほたてがいみずに こお
ケチャップ
コーン アスパラ レタス ほうれんそう
りどうふ のり こんぶ ○の
しお
きゅうり カリフラワー
むヨーグルト ○こしあん

魚介類

はいがまい なたねあぶら しら
たまふ かたくりこ さとう ○
こむぎこ ○おこのみやきミック
ス ○なたねあぶら

とりももにく みそ あぶらあ
げ にぼし かつおぶし ○
ぎゅうにゅう ○たまご ○ほ
しえび ○あおのり

いも類
類

7

たけのこご飯・若鶏の塩焼きレモン風味
月 小松菜サラダ・大根となめこのみそ汁
さつきオレンジ

【粉の日】牛乳
キャベツとコーンの好み
焼き

490(382)
22.1(20.5)
19.3(12.5)
2.3(1.8)

8

ジャージャー麺・金時豆の甘煮
火 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・バナナ

【ゴーヤの日】麦茶ミルク・
ロールパンブルーベリージャム
つき
以：ゴーヤチップス

576(477)
ちゅうかめん さとう なたねあ ぶたひきにく みそ かつおぶ
25.2(22.1)
ぶら ごまあぶら かたくりこ
し こおりどうふ きんときま
16.7(10.9)
○ロールパン
め ○スキムミルク
2.5(2.1)

9

五穀ご飯・カレイの味噌ソース焼き
水 切り干し大根にんにく醤油和え
刻み昆布と豆腐の卵スープ・甘夏

飲むヨーグルト
バナナと黄桃のケーキ

470(422)
21.0(17.6)
9.2(8.4)
1.5(1.3)

はいがまい ごこくまい かたく
りこ さとう なたねあぶら ﾏｰ
ｶﾞﾘﾝ ○こむぎこ ○さとう ○
ﾏｰｶﾞﾘﾝ ○ｺｰﾝｽﾀｰﾁ

かれい もめんどうふ たまご
みそ かにかまぼこ かつおぶ
し ○のむヨーグルト ○たま
ご ○ぎゅうにゅう

10

手作りパン・豆腐たっぷりコロッケ
木 じゃことキャベツのサラダ
牛乳・季節の果物

【黒糖の日】抹茶ミルク
黒蜜きなこもち団子

590(547)
23.8(22.6)
22.2(20.6)
1.7(1.5)

きょうりきこ なたねあぶら ぱ
んこ さとう かたくりこ ○も
ちごめ ○くろみつ ○さとう
○コーンスターチ

ぎゅうにゅう もめんどうふ
ほうれんそう キャベツ ブロッコリー
とりひきにく むえんバター
カリフラワー にんじん コーン きゅう
しらす こおりどうふ ○スキ
り もやし ねぎ パセリ くだもの
ムミルク ○きなこ

11

胚芽ご飯・チキンミルクシチュー
金 さつま芋とひじきのサラダ
うずらの卵・バナナ

未：牛乳／以：スキムミ
ルク
レモンバー

564(484)
19.8(14.4)
16.7(17.7)
1.3(0.9)

はいがまい じゃがいも さつま
うずらのたまご
いも マーガリン なたねあぶら
○スキムミルク
○こむぎこ ○マーガリン ○さ
ぎゅうにゅう
とう ○こなざとう

12

豚肉とほうれん草のうどん
土 キャベツのツナマヨネーズ和え
チーズ・牛乳・果物

野菜ジュースまたは麦
茶・パンまたは菓子（パ
ルシステムより）

14

★なかよし給食★麦ご飯・麻婆豆腐
月 梅ドレッシングサラダ
ビーフンとほうれん草のすまし汁・バナナ

麦茶
甲州かりんとう

15

【ヨーグルトの日】ロールパン
火 イタリアンハンバーグ・ヨーグルト入り野菜レン
ジャーサラダ・牛乳・カラマンダリン

みそ汁
ゆかりとしらすのおにぎ
り

449(416)
18.5(16.5)
うどん マヨネーズ
14.5(14.2)
1.9(1.7)
はいがまい おしむぎ なたねあ
490(425)
ぶら ﾋﾞｰﾌﾝ さとう かたくり
16.2(13.4)
こ ○ほうとう ○さとう ○な
16.3(13.9)
たねあうら ○いりごま ○くろ
2.2(1.9)
ごま
56(464)
25.5(20.8) ロールパン ぱんこ マヨネーズ
19.8(16.5) かたくりこ ○はいがまい
2.6(2.1)

16

★お誕生日会★たけのこの和風スパゲティー
水 ごぼうサラダ・旬の野菜のスープ
バナナ入りフルーツポンチ

カルピス
抹茶ケーキ

501(419)
16.5(14.5)
16.2(13.0)
1.7(1.4)

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ じゃがいも ﾏﾖﾈｰｽﾞ す
りごま ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ ﾏｰｶﾞﾘﾝ かたく
ベーコン ○カルピス
りこ ○こむぎこ ○さとう ○ﾏｰｶﾞ ご ○ぎゅうにゅう
ﾘﾝ ○こなざとう

17

胚芽ご飯・サワラの豆乳味噌ソース焼き
木 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・季節の果物

未：牛乳／以：スキムミ
ルク
かぼちゃのガレット

520(438)
22.7(15.9)
16.5(16.7)
1.8(1.3)

はいがまい マヨネーズ さとう
なたねあぶら かたくりこ ○
ホットケーキミックス ○なたね
あぶら ○さとう

18

★引き渡し訓練★未：胚芽ご飯／以：アルファ
金 米・防災用レトルトカレー・ほうれん草ともやし
のナムル・白花豆甘煮・うずらの卵・ヨーグルト

☆持ち帰り：パック入り
麦茶・防災用ビスケット

肉味噌丼
かぼちゃごまサラダ・牛乳・果物

650(489)
18.8(14.6) はいがまい アルファまい
20.8(17.2) ごま さとう ごまあぶら
1.8(1.5)

野菜ジュースまたは麦
茶・パンまたは菓子（パ
ルシステムより）

447(395)
はいがまい
14.5(12.9)
ま さとう
13.7(12.1)
あぶら
0.8(.0.7)

マヨネーズ
かたくりこ

いり

ぎゅうにゅう
ツナ にぼし

あまなつ にんじん こまつな もやし
たまねぎ コーン えのき たけのこ な
めこ だいこん ねぎ レモンじる ○
キャベツ ○コーン

しょうゆ ｹ
ﾁｬｯﾌﾟ す し
お ○ちゅう
のうｿｰｽ
しょうゆ し
バナナ もやし たまねぎ ブロッコリー
お ○ｹﾁｬｯﾌﾟ
にんじん えのき ほうれんそう コーン
○ｳｽﾀｰｿｰｽ
きゅうり あさつき にんにく ○ブルー
○ｶﾚｰ粉 ○
ベリージャム ○ゴーヤ
しお
あまなつ キャベツ もやし にんじん
しょうゆ
コーン きゅうり きりぼしだいこん ね
みりん し
ぎ にんにく ○バナナ ○おうとう ○
お
レーズン

バナナ にんじん たまねぎ キャベツ
とりももにく
ブロッコリー だいこん カリフラワー
○たまご ○
しょうゆ
コーン しめじ きゅうり アスパラ ○
レモンじる
ぶたももにく

くだもの キャベツ たまねぎ にんじん
みりん
ブロッコリー もやし ほうれんそう
しょうゆ
コーン えのき ○やさいジュース

ヨーグルト たまご しろはな ほうれんそう もやし カリフラワー
まめ うずらのたまご きりの コーン きゅうり えのき レトルトカ
り
レー
ぶたひきにく
みそ

海藻類

みりん
しょうゆ
りんごす
しお

魚介類 い
も類

りんごす
しお ○
しょうゆ

豆類
類

23

グリンピースご飯・豚肉のしょうが炒め
水 大根の甘酢和え
カリフラワーとビーフンのスープ・バナナ

飲むヨーグルト
クランベリーの蒸しケー
キ

549(458)
20.3(16.8)
17.6(13.1)
1.7(1.4)

はいがまい なたねあぶら ﾋﾞｰﾌ
ﾝ さとう かたくりこ ﾏﾖﾈｰｽﾞ
○こむぎこ ○ﾏｰｶﾞﾘﾝ ○さとう
○ぱんこ ○くるみ

ぶたももにく たまご しらす
あぶらあげ こおりどうふ か
つおぶし ○のむヨーグルト
○ぎゅうにゅう ○たまご

24

【菌活の日】ロールパン・きのことポテトのグラ
木 タン・ウインナーと野菜のサラダ
牛乳・季節の果物

麦茶
玉ねぎとわかめのひやむ
ぎ

555(462)
ロールパン じゃがいも マヨ
ぎゅうにゅう ぶたひきにく
20.4(17.1)
ネーズ マッシュポテト なたね ウインナー ピザチーズ ○あ
21.8(18.2)
あぶら パンこ ○ひやむぎ
ぶらあげ ○にぼし ○わかめ
2.7(2.2)

25

青のりご飯・若鶏の洋風照り焼き
金 かちりと野菜のレモン醤油和え
豆腐とごぼうのみそ汁・甘夏

麦茶ミルク
さつまいものごまおやき

433(370)
20.1(19.3)
11.1(6.7)
1.9(1.6)

26

鶏肉と野菜のピラフ
土 ほうれん草と人参のおかか和え
チーズ・牛乳・果物

野菜ジュースまたは麦
茶・パンまたは菓子（パ
ルシステムより）

399(363)
14.8(13.6) はいがまい
11.4(10.7) とう
1.4(1.3)

31

胚芽ご飯・青菜とたけのこのしゅうまい
木 五目ひじき・豆腐とえのきのみそ汁
季節の果物

飲むヨーグルト
みたらしもちだんご

452(406)
16.8(14.5)
8.1(6.7)
1.7(1.7)

とりももにく みそ しらす
あまなつ たまねぎ キャベツ にんじん
きぬごしどうふ にぼし ○ス
もやし ほうれんそう きゅうり ごぼう
キムミルク ○たまご ○ぎゅ
こまつな レモンじる
うにゅう ○あおのり

はいがまい しらたき しゅうま
いのかわ さとう かたくりこ
はいがまい ○もちごめ ○さと
う ○かたくりこ

ほうれんそう バナナ にんじん たまね ケチャップ
ぎ コーン ピーマン カリフラワー し しょうゆ
めじ にんにく ○やさいジュース
しお

バナナ かぼちゃ こあつな にんじん
しょうゆ
とうがん キャベツ もやし たまねぎ
しお チキ
ブロッコリー コーン カリフラワー レ
ンブイヨン
タス にんにく きくらげ

ぶたひきにく もめんどうふ
くだもの こまつな もやし
みそ あぶらあげ けずりぶし
たまねぎ えのき いんげん
にぼし わかめ ひじき ○の
のこ みずな
むヨーグルト

いも

魚介

ちゅうのう
ソース ｹ
きのこ類
ﾁｬｯﾌﾟ しょ
うゆ しお

カラマンダリン たまねぎ キャベツ に
はいがまい じゃがいも きび
ぶたももにく うずらのたまご んじん ブロッコリー だいこん カリフ カレールウ
オリーブオイル なたねあぶら
ツナ ○ぎゅうにゅう ○たま ラワー コーン アスパラ グリンピース りんごす
さとう ○こむぎこ ○さとう
ご
○ブルーベリージャム ○ブルーベリーか しお
○マーガリン
ん
はいがまい じゃがいも ﾏﾖﾈｰｽﾞ い
しょうゆ
さけ ぶたももにく みそ
あまなつ たまねぎ にんじん キャベツ
とこんにゃく しらたき かたくり
りんごす
ヨーグルト あぶらあげ にぼ だいこん スナップえんどう なめこ ね
こ さとう なたねあぶら ○こむぎ
しお ○し
し ○スキムミルク ○たまご ぎ とうみょう ○レーズン
こ ○ﾏｰｶﾞﾘﾝ ○さとう
お
ちゅうかめん さとう かたくり
ぶたももにく ほたてがいみず
こ ﾏｰｶﾞﾘﾝ はちみつ ごまあぶ
に ○スキムミルク ○ぎゅう
ら なたねあぶら ○しょくぱん
にゅう
○さとう ○ｺｰﾝｽﾀｰﾁ

魚介類 海
藻類

しお

あまなつ ブロッコリー にんじん あさ
つき たまねぎ きゅうり えのき パセ
リ にんにく ○ほうれんそう ○レモン
じる
バナナ たまねぎ えのき だいこん も
やし にんじん コーン きゅうり ほう
れんそう カリフラワー ブロッコリー
ピーマン グリンピース ○ドライクラン
ベリー
バナナ キャベツ たまねぎ にんじん
きゅうり コーン もやし カリフラワー
ブロッコリー しめじ えのき マッシュ
ルーム ○たまねぎ

540(399)
22.0817.8)
9,5(6.7)
2.2(1.6)

海

海藻類 豆
類

さば きぬごしどうふ たまご
みそ ハム にぼし かれい
○スキムミルク ○ヨーグルト
○とうにゅう ○たまご

麦茶ミルク
ココアクリームサンド

豆類

みりん
しょうゆ
りんごす
しお

はいがまい じゃがいも マヨ
ネーズ ぱんこ オリーブオイル
なたねあぶら ○こむぎこ ○さ
とう ○なたねあぶら ○さとう

中華あんかけ焼きそば
水 かぼちゃのはちみつ煮
ほたて入りとうがんスープ・バナナ

卵類

卵類
類

524(395)
25.2(20.8)
17.4(9.0)
1.7(1.4)

30

魚介類

くだもの かぼちゃ ブロッコリー にん
じん コーン カリフラワー たまねぎ
しお
グリンピース ○やさいジュース

キャラメルミルク
ほうれん草ケーキ

さ ぎゅうにゅう とりももにく
チーズ けずりぶし

しょうゆ
りんごす
かれーこ

にんじん
しょうゆ
ねぎ たけ しお ○
しょうゆ

卵類
類

海藻

きのこ類
豆類

緑黄色野菜

魚介類 卵
類
いも類
介類

今月のレシピ紹介
～手作りかしわもち～
２日のおやつはクッキング♪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
葉にのせてくるんで完成です♪
写真は昨年度のものです。

未
満
児

以
上
児

16日お誕生日会の給食レシピ

いも

くだもの チンゲンサイ えのき もやし
チキンブイ
コーン スナップえんどう たまねぎ に
ヨン しょ
んじん きりぼしだいこん ひじき ○か
うゆ しお
ぼちゃ

【卵料理の日】胚芽ご飯・未：カレイの香草パン
火 粉焼き／以：サバの香草パン粉焼き・野菜たっぷ
り炒り卵サラダ・みそ汁・甘夏

582(508)
26.2(22.0)
17.3(13.6)
1.8(1.5)

海藻

肉類
類

さわら さつまあげ とうにゅ
う みそ ○スキムミルク ○
たまご ○ぎゅうにゅう ○ピ
ザチーズ

22

ミルクティー・未：レーズン
クッキー／以：くるみとレーズ
ンのクッキー

卵類
類

海藻

カラマンダリン キャベツ たまねぎ に
んじん なす アスパラ もやし コーン
ほうれんそう きゅうり しめじ えのき
みずな

【こんにゃくの日】胚芽ご飯
火 鮭のサワーソース焼き
新じゃが煮・大根と油揚げのみそ汁・甘夏

いも

豆類
類

516(468)
うどん こむぎこ なたねあぶら
16.6(14.9)
ぶたにきにく ほしえび にぼ
さとう ○もちごめ ○さとう
14.4(13.6)
し ○ぎゅうにゅう ○みそ
○すりごま ○かたくりこ
2.1(2.1)

29

肉類
類

にんじん たまねぎ パインかん たけの
しょうゆ
○たま こ ごぼう もやし ほうれんそう ス
しお チキ
ナップえんどう みかんかん バナナ レ
ンブイヨン
タス かぶ フルーツカクテルかんづめ

牛乳
ごまだれもちだんご

534(451)
18.8(16.2)
19,5(16.9)
1.5(1.2)

海藻

卵類

野菜たっぷりうどん・アスパラのかき揚げ
月 キャベツとコーンの甘酢和え
昆布豆・カラマンダリン

牛乳
ブルーベリージャム蒸し
パン

卵類
類

ケチャップ
ちゅうのう
ソース し
お

21

きび入り胚芽ご飯・春野菜カレー
月 ツナとブロッコリーの甘酢和え
うずらの卵・カラマンダリン

豆

ぎゅうにゅう ぶたももにく
カラマンダリン かぼちゃ たまねぎ
ﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾖｰｸﾞﾙﾄ ｽｷﾑﾐﾙｸ こ
コーン ブロッコリー にんじん アスパ
おりどうふ ○みそ ○しらす
ラ ○だいこん ○あさつき ○えのき
○にぼし ○のり ○わかめ

土

28

海藻

いも類
藻類

19

オリーブオイル

りんごす
しお ﾄﾞﾗｲ
ｲｰｽﾄ しょ
うゆ

卵類
類

もめんどうふ ぶたひきにく
バナナ だいこん キャベツ だいこん
しょうゆ
みそ こおりどうふ かつおぶ にんじん ほうれんそう ねぎ にら え りんごす
し
のき もやし きゅうり ねりうめ
しお

いりご
ぎゅうにゅう
なたね
こおりどうふ

はいがまい かたくりこ なたね
あぶら ○さつまいも ○かたく
りこ ○さとう ○マーガリン
○なたねあぶら ○くろごま

ケチャップ
りんごす
しお チキ
ンブイヨン

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

魚

「たけのこの和風スパゲティー」（子ども10名分）
スパゲティーをゆでておきます。にんにく少々を炒
めて、ベーコン100g、玉ねぎ150g、たけのこ
140g、スナップエンドウ80g、しいたけ35gを加え
て火を通し、マーガリン10g、醤油25g、塩少々を
加えてゆでたスパゲティーと和えます。
「ごぼうサラダ」（子ども10名分）
ごぼう140g、人参100g、もやし110g、ほうれ
ん草90gを加熱し、冷まし、マヨネーズ40g、すり
ごま20g、醤油10g塩少々を混ぜ合わせます。
「旬の野菜スープ」（子ども10名分）
かぶ60g、レタス60g、人参50g、じゃがいも
50g、コーン35g、アスパラ30gを食べやすい大き
さに切って、チキンブイヨン5gと一緒に煮ます。花
形の麩10g、塩4～5g、ごま油1.5～2gを加えて煮
立たせ、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★
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。
4月は「しらぬい」、「カラマンダリン」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。
～5月のメニュー紹介～
○麻婆豆腐：凍り豆腐を戻してみじん切りにしておき
ます。豚ひき肉を炒めて、玉ねぎ、長ねぎ、ニラを加
えて炒めます。みじん切りにしておいた凍り豆腐と味
噌、砂糖、醤油、料理酒、ごま油、水を加えて木綿豆
腐を入れてひと煮立ちさせて、水溶き片栗粉で水けを
とじこめます。
○梅ドレッシングサラダ：ドレッシングはねり梅、な
たね油、りんご酢、砂糖です。キャベツ、大根、人参、
きゅうり、えのき、もやしを加熱して冷まし、ドレッ
シングで和えます。

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。保育園では主に「大地を守る会」、「パルシス
テム」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。

○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

18日は引き渡し訓練です。
防災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を提供します。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、パック入りの麦茶と、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。
～備蓄用ビスケット～アレルギー特定原材料等27品目不使用、ナッツ類不使用 ★販売者：（有）エコ・ライス新潟ERNG
★原材料：米粉（新潟産）、マーガリン（なたね油使用）、砂糖、ライスショートニング、コーンフラワー、コーンスターチ、
味噌調味料（米・塩）
18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210g・もやし140g（洗う際に短く折りながら）・冷凍カリフラワー110g・冷凍コーン70ｇ・
きゅうり（半月切り）55g・えのき（短く切る）50g・切りのり7～8g・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、冷凍カリフラワー、冷凍コーン、もやし・えのき・きゅうりは鍋でさっとゆでて水で冷やし、し
ぼって水を切ります。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２０～２
５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。

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

○味見当番が始まります○
五感の育成で、最も身近な活動として、昨年度より年長児による「味見当番」を行なっています。
給食前に代表のお友だちが給食の味見をして、感じて考え、自分なりの言葉で五感「味覚（味付け）、
視覚（目・色、様子）、嗅覚（鼻・におい）、聴覚（耳・音の種類・大きさ）、触覚（食感・かたさ、温度）」を表現していく活動で
す。五感をフルに使って「今日の給食はどんな味がしたか、どんな食材が使われていたか、食べてみてどんな食感だったか」など。味
見をしてくれたお友だちが園内放送で発表します。小さいクラスのお友だちはちょうど給食の時間なので、お兄さん、お姉さんのお話
に耳を傾けながらよりおいしくいただけます。5月からいよいよスタートです★

～５月のおもな食育活動の紹介～
○白組 味見当番・野菜の皮むき・カレー作り・サラダ作り・おにぎり作り 等
○黄組 ゆで卵作り・サラダ作り・野菜洗い 等
／
○赤組 サラダ作り・アルファ米戻し 等

～食材のお話 『今日は●●の日』～
今年度も昨年に引き続き、「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」、「10日黒糖の日」、「15日ヨーグルトの日」、「22日卵料理の日」、「24日菌活の日」、「29日こん
にゃくの日」。※8日のゴーヤは、おやつにゴーヤチップスにして以上児のみの提供になります。
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 供したいと思います。
4月は3日にさやいんげん、4日米粉、6日塩むすび、9日にピーマン、10日ほうとう、12日パン、17日五平餅、19日きゅうり、20日ジャムを使ったメ
ニューでした。

★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。
5月は、にんにく、新玉ねぎ、しいたけ、スナップえんどう、たけのこ、かぶ、レタス、グリーンアスパラガス、新じゃがいも、
新茶です。

※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。

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

