８

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

1

水

【二の丑】冷やしうどん・ボイルウインナー
かぼちゃのサラダ・バナナ

飲むヨーグルト
人参ケーキ

510(470)
ゆでうどん マヨネーズ いりご ウインナー さつまあげ
15.5(14.4)
ま ○こむぎこ ○さとう ○マ おぶし にぼし わかめ
16.5(15.3)
ヨネーズ
むヨーグルト ○たまご
1.9(1.7)

2

木

【キャベツの日】食パン・チーズコロッケ
野菜の甘酢和え・牛乳・季節の果物

大根とあさつきのみそ汁
ゆかりとしらすのご飯

523(530)
18.0(18.0)
17.2(16.5)
2.4(2.4)

しょくぱん じゃがいも マッ
シュポテト ぱんこ なたねあぶ
ら こむぎこ さとう ○はいが
まい ○いりごま

3

胚芽ご飯・未：カレイの香草パン粉焼き／以：さ
金 ばの香草パン粉焼き・コールスローサラダ
ほうれん草スープ・バナナ

【はちみつの日】ミルク
ティー・豆腐入りハニー
ケーキ

539(408)
22.7(18.7)
18.7(10.1)
1.3(1.1)

はいがまい じゃがいも ﾏﾖﾈｰｽﾞ
さば ベーコン かれい ○き バナナ キャベツ コーン ほうれんそう りんごす
ﾊﾟﾝこ かたくりこ さとう ｵﾘｰ
ぬごしどうふ ○スキムミルク にんじん きゅうり とうがん えのき
チキンブイ
ﾌﾞｵｲﾙ ○ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ○はちみ
○たまご
パセリ にんにく
ヨン しお
つ ○ﾏﾖﾈｰｽﾞ

4

土

野菜ジュース
菓子（パルシステム）

416(361)
13.2(11.5) はいがまい じゃがいも マヨ
おさかなソーセージ ツナ
11.7(9.9) ネーズ いりごま ○しはんかし そ あぶらあげ にぼし
1.7(1.5)

6

【ハムの日・メロンの日】
月 手作りだれの冷やし中華
ジャーマンポテト・昆布豆・メロン

牛乳
手作りメロンパン

725(602)
25.6(21.3)
27.6(22.8)
2.8(2.3)

7

【バナナの日】胚芽ご飯・タンドリーチキン
火 ほうれん草と野菜のごま和え
わかめとビーフンのスープ・バナナ

ミルクティー
マーマレードジャム蒸し
パン

491(396)
はいがまい ビーフン すりごま
22.6(20.7)
さとう かたくりこ オリーブオ
13.6(7.9)
イル ○ホットケーキミックス
1.6(1.3)

とりももにく ヨーグルト あ
ほうれんそう バナナ
ぶらあげ かつおぶし わかめ
カリフラワー もやし
○スキムミルク ○とうにゅう
く ○マーマレード
○たまご

8

【発酵食品の日】ロールパン
水 かじきの揚げ焼き・じゃがいものヨーグルトサラ
ダ・牛乳・すいか

【チャーハンの日】とう
がんと油揚げのみそ汁・
ツナチャーハン

558(472)
22.4(19.8)
21.9(18.8)
2.0(1.7)

ロールパン じゃがいも ぱんこ
こむぎこ マヨネーズ なたねあ
ぶら ○はいがまい ○なたねあ
ぶら

ぎゅうにゅう かじき ダイス
すいか かぼちゃ ブロッコリー にんじ
チーズ ヨーグルト ○みそ
ん コーン きゅうり ○とうがん ○ね
○ツナ ○あぶらあげ ○にぼ
ぎ ○にんじん ○コーン
し ○わかめ

ｹﾁｬｯﾌﾟ ｳｽ
ﾀｰｿｰｽ しお 肉類
○しお ○ ご類
しょうゆ

9

【薬膳の日】麦ご飯・夏野菜カレー
木 しらすとキャベツのサラダ
みじん卵・季節の果物

未：牛乳／以：スキムミ
ルク
ほうれん草ケーキ

545(467)
21.8(16.7)
15.4(16.6)
1.6(1.2)

はいがまい じゃがいも おしむ
ぎ なたねあぶら ○こむぎこ
○さとう ○なたねあぶら ○こ
なざとう

たまご ぶたももにく しらす
○スキムミルク ○たまご ○
ヨーグルト ○とうにゅう ○
ぎゅうにゅう

カレールウ
りんごす
しお

10

胚芽ご飯・若鶏の和風照り焼き
金 ニラと炒り卵のサラダ
なすとえのきのみそ汁・バナナ

麦茶ミルク
ずんだクッキー

547(473)
23.9(19.6)
19.1(14.7)
1.6(1.3)

はいがまい じゃがいも なたね
とりももにく たまご みそ
バナナ キャベツ たまねぎ
あぶら さとう かたくりこ ○
しらす にぼし わかめ ○ス う にら えのき にんじん
こむぎこ ○マーガリン ○さと
キムミルク ○たまご
みょう ○えだまめ
う

13

月

野菜ジュース
パン（パルシステム）

532(434)
はいがまい じゃがいも マヨ
15.7(12.7)
ネーズ なたねあぶら いりごま ぎゅうにゅう
17.6(14.1)
○パン
1.6(1.2)

14

メキシカンピラフ
火 キャベツのツナマヨネーズ和え
ダイスチーズ・牛乳・果物

カルピス
きなマカロニ

477(427)
ぎゅうにゅう ダイスチーズ
14.8(13.0) はいがまい マヨネーズ オリー
くだもの キャベツ たまねぎ
ツナ ぶたひきにく ○カルピ
15.4(14.6) ブオイル ○マカロニ ○さとう
ブロッコリー もやし コーン
ス ○きなこ
1.0(0.9)

15

水

肉味噌丼・野菜のごま和え
牛乳・果物

野菜ジュース
パン（パルシステム）

448(353)
はいがまい
15.7(12.5)
かたくりこ
12.4(9.9)
ン
1.1(0.8)

16

スパゲティーミートソース
木 大根ツナサラダ・ダイスチーズ
牛乳・果物

カルピス
いちごジャム蒸しパン

590(506)
スパゲティー マヨネーズ マー ぎゅうにゅう ぶたひきにく
くだもの たまねぎ だいこん ピーマン
20.5(17.6)
ケチャップ
ガリン なたねあぶら ○ホット ツナ ダイスチーズ ○カルピ にんじん ブロッコリー きゅうり コー
21.4(18.4)
しお
ケーキミックス
ス ○とうにゅう ○たまご
ン にんにく ○いちごジャム
1.8(1.5)

17

人参ご飯・チキンカツ
金 キャベツとコーンの甘酢和え
とうがんのすまし汁・梨

麦茶
玉ねぎとわかめのひやむ
ぎ

453(361)
はいがまい なたねあぶら
18.1(14.2)
ぎこ ぱんこ さとう ふ
13.8(10.7)
やむぎ
1.8(1.5)

18

土

じゃこピラフ・もやしサラダ
おさかなソーセージ・牛乳・果物

野菜ジュース
菓子（パルシステム）

404(371)
はいがまい じゃがいも マヨ
12.7(11.9)
ぎゅうにゅう おさかなソー
ネーズ なたねあぶら ○しはん
11.4(10.5)
セージ しらす
かし
1.3(1.2)

くだもの もやし
んじん キャベツ
○やさいジュース

20

月

ロコモコ丼・梅ドレッシングサラダ
ねぎと豆苗のすまし汁・バナナ

未：牛乳／以：スキムミ
ルク
ずんだもちだんご

543(474)
25.0(18.8)
13.7(15.1)
1.8(1.3)

ぶたひきにく たまご とう
にゅう こおりどうふ かつお
ぶし わかめ ○スキムミルク
○ぎゅうにゅう

バナナ キャベツ トマト たまねぎ レ
タス だいこん えのき もやし にんじ
ん ねぎ とうみょう みずな うめぼし
○えだまめ

ｹﾁｬｯﾌﾟ
ちゅうのう
ｿｰｽ しお
りんごす

魚介類

21

花火そうめん・若鶏の唐揚げ
火 大根とハムのサラダ
いんげん豆の甘煮・すいか

カルピス
ポテトピザ

496(397)
とりももにく しろいんげん
19.9(16.5) ひやむぎ マヨネーズ かたくり
ハム かつおぶし ○カルピス
15.2(9.2) こ なたねあぶら ○じゃがいも
○ピザチーズ ○しらす
1.9(1.5)

すいか だいこん きゅうり トマト み
かんかんづめ ブロッコリー にんじん
コーン カリフラワー しょうが ○たま
ねぎ ○パセリ

しょうゆ
みりん し
お ○ｹﾁｬｯ
ﾌﾟ

海藻類
まご類

た

22

【お誕生日会】きび入り胚芽ご飯・夏野菜のドラ
水 イカレー・かぼちゃと枝豆のサラダ・レタスとと
うがんのスープ・ぶどう入りフルーツポンチ

飲むヨーグルト
バナナケーキ

580(510)
18.3(15.9)
17.9(15.6)
1.6(1.3)

にんじん かぼちゃ ｷｬﾍﾞﾂ たまねぎ ぶどう
ツナ ベーコン
ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄかん なす ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ﾌﾙｰﾂかんづ
○のむヨーグル
め ｽﾞｯｷｰﾆ ｺｰﾝ ほうれんそう えだまめ
きゅうり ﾄﾏﾄ ｵｸﾗ ﾊﾞﾅﾅ ﾚﾀｽ

ｳｽﾀｰｿｰｽ り
んごす ﾁｷﾝ
ﾌﾞｲﾖﾝ ｶﾚｰ
こ ○しお

魚介類
藻類

海

23

手作りパン・豆腐たっぷりコロッケ
木 【白組さんが考えたサラダ：ジャックサラダ】
牛乳・季節の果物

麦茶
パイナップルゼリー
以：バナナ

560(468)
きょうりきこ じゃがいも ぱん
18.7(16.2)
こ なたねあぶら さとう かた
23.9(21.5)
くりこ ごまあぶら ○さとう
1.5(1.3)

ぎゅうにゅう もめんどうふ
とりひきにく うずらのたまご
ツナ むえんバター こおりど
うふ

くだもの ブロッコリー にんじん だい
しょうゆ
こん コーン えだまめ ねぎ パセリ
しお ドラ
○パイナップルジュース ○バナナ ○パ
イイースト
イナップルかんづめ ○かんてん

海藻類

468(418)
23.1(19.8)
9.5(8.3)
1.5(1.3)

たら すずき もめんどうふ しら
バナナ だいこん キャベツ こまつな
す みそ かつおぶし きざみこん
もやし コーン にんじん たまねぎ え
ぶ ○ｽｷﾑﾐﾙｸ ○たまご ○ぎゅう
のき みずな しょうが
にゅう ○きんときまめ

青菜ご飯・ポテトとツナのサラダ
おさかなソーセージ・具だくさんみそ汁・果物

胚芽ご飯・野菜カレー
かぼちゃごまサラダ・牛乳・果物

24

【ﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞの日】胚芽ご飯・未：たらの味噌煮／
麦茶ミルク
金 以：すずきの味噌煮・豆腐と大根のごまﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞｻ
金時豆のケーキ
ﾗﾀﾞ・ﾋﾞｰﾌﾝと小松菜のすまし汁・ﾊﾞﾅﾅ

25

土

27

ジャージャー麺
月 冷やっこトマトドレッシング・のり塩揚げ大豆
ほうれん草とえのきのすまし汁・バナナ

28

火

ゆでうどん じゃがいも さとう
すりごま ﾏﾖﾈｰｽﾞ ﾏｰｶﾞﾘﾝ ごま
あぶら ○きょうりきこ ○こむ
ぎこ ○さとう ○ｸﾞﾗﾆｭｰとう

かつ バナナ かぼちゃ にんじん ブロッコ
○の リー ほうれんそう たまねぎ コーン
きゅうり ○にんじん ○ほしぶどう

ぎゅうにゅう ダイスチーズ
きせつのくだもの キャベツ もやし
粉チーズ ひじき ○みそ ○
コーン にんじん きゅうり パセリ
しらす ○にぼし ○のり ○
だいこん ○あさつき ○えのき
わかめ

み

くだもの
だいこん
ジュース

ぶたガラ たまご ハム ピザ
チーズ ベーコン ○ぎゅう
メロン
にゅう ○むえんバター ○た トマト
まご

りんごす
○ しお ウス
ターソース

ブロッコリー にんじん ねぎ
ごぼう コーン ○やさい
しお

にんじん
きゅうり

ケチャップ
コーン
しょうゆ
にんに
しお カ
レーこ

たまねぎ
にんじん

きせつのくだもの にんじん たまねぎ
こまつな ｷｬﾍﾞﾂ もやし なす ｽﾞｯｷｰﾆ
ｺｰﾝ ﾄﾏﾄ きﾋﾟｰﾏﾝ おくら にんにく
○ほうれんそう ○ﾚﾓﾝじる

りんごす
ほうれんそ
みりん
なす とう
しょうゆ
しお

ｹﾁｬｯﾌﾟ ｳｽ
にんじん
ﾀｰｿｰｽ ｶﾚｰ
ピーマン
こ しお

ほうれんそう くだもの にんじん コー
ン もやし たまねぎ グリンピース ○ しょうゆ
やさいジュース

ぶたひきにく
みそ

はいがまい じゃがいも ぱんこ
なたねあぶら さとう ふ オ
リーブオイル ○もちごめ ○さ
とう

はいがまい じゃがいも きび
ぶたひきにく
かたくりこ なたねあぶら オ
こおりどうふ
リーブオイル ○こむぎこ ○な
ト ○たまご
たねあぶら ○さとう

はいがまい さとう マヨネーズ
ビーフン すりごま いりごま
○こむぎこ ○さとう ○マーガ
リン

たまねぎ
ピーマン

コーン に
しいたけ
しお

みりん り
んごす
しょうゆ
しお

395(359)
17.5(15.7)
うどん
11.2(10.6)
2.2(1.8)

麦茶
にんじんもち団子

489(414)
19.8(16.3)
16.8(13.5)
2.0(1.6)

ちゅうかめん なたねあぶら か
たくりこ さとう ごまあぶら
○もちごめ ○さとう ○かたく
りこ

もやしと油揚げのみそ汁
わかめご飯

539(447)
18.7(15.3)
18.9(15.8)
2.4(1.9)

ロールパン じゃがいも マッ
ぎゅうにゅう ピザチーズ と
シュポテト マヨネーズ なたね
りひきにく ○みそ ○あぶら
あぶら ぱんこ ○はいがまい
あげ ○にぼし ○やきのり
○いりごま

なし かぼちゃ コーン にんじん たま
ねぎ カリフラワー きゅうり ブロッコ
しお
リー しめじ えのき えりんぎ ○もや
し ○こまつな

29

【焼肉の日】五穀ご飯・スタミナ焼肉
水 刻み昆布と切干大根のハリハリサラダ
ねぎとわかめのすまし汁・バナナ

牛乳
キャベツとコーンのお好
み焼き

479(408)
19.3(16.3)
16.1(13.7)
1.8(1.4)

はいがまい じゃがいも さとう
ごこく いりごま ごまあぶら
なたねあぶら かたくりこ ○こ
むぎこ ○おこのみやきﾐｯｸｽこ

バナナ たまねぎ もやし
マン ブロッコリー ねぎ
いこん きりぼしだいこん
キャベツ ○コーン

30

夏野菜ビビンバ・さつまいものレモン煮
木 みじん卵・ほたて入り野菜スープ
季節の果物

ミルクティー
いちごジャムサンド

547(440)
はいがまい さつまいも
22.1(19.0)
ごまあぶら かたくりこ
11.2(9.4)
あぶら ○しょくぱん
2.0(1.6)

31

【野菜の日】きのこの和風スパゲティー
金 ちくわのカレー揚げ・大根とツナのサラダ
豆腐とキャベツのスープ・バナナ

飲むヨーグルト
みたらしもち団子

524(461)
18.8(16.5)
16.2(13.2)
2.1(1.7)

ロールパン・きのことポテトのグラタン
かぼちゃサラダ・牛乳・梨

ぎゅにゅう
たももにく

○しはんかし

チーズ
にぼし

ツナ

ぶ

とうふ ぶたひきにく だいずみ
ずに みそ あぶらあげ かつおぶ
し しらす こおりどうふ きざみ
こんぶ あおのり わかめ

ぶたにく 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 たまご ○ほ
しえび

たま

海藻類
類

肉

きのこ類
たまご類
き

魚介類
も類

い

たま

きのこ類
海藻類

魚介類

魚介類
まご類

た

海藻類
も類

い

たまご類
魚介類
海藻類
のこ類

き

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ じゃがいも ﾏﾖﾈｰｽﾞ
かたくりこ なたねあぶら ｵﾘｰ
ﾌﾞｵｲﾙ ﾏｰｶﾞﾘﾝ ○もちごめ ○
さとう ○かたくりこ

★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。

☆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。

肉類
類

いも

バナナ たまねぎ もやし トマト にん
じん ほうれんそう きゅうり えのき
とうみょう あさつき にんにく ○にん
じん

たまご類
牛乳乳製品

しょうゆ
りんごす
しお ○
しょうゆ

魚介類
藻類

た

22日お誕生日会の給食レシピ
「夏野菜のドライカレー」（子ども10名分）
オリーブオイルに刻んだにんにくを入れて豚ひき肉
を炒めます。玉ねぎ、にんじん、赤ピーマン、黄ピー
マンはみじんぎりにしておき、一緒に炒めます。食べ
やすい大きさに切ったズッキーニ、なす、オクラ、い
んげん、トマトと、水で戻してみじん切りにした凍り
豆腐と、トマトの缶詰を加えて煮込み、ウスターソー
ス、カレー粉、塩を加え、水溶き片栗粉で水けを閉じ
込めます。
「ツナと野菜のサラダ」（子ども10名分）
キャベツ、人参、きゅうり、ブロッコリーを食べや
すい大きさに切り、枝豆、コーンとともに加熱して冷
まします、ツナ、なたね油、リンゴ酢、塩と和えてで
きあがり★
「レタスととうがんのスープ」（子ども10名分）
とうがん、じゃがいも、えのき、ほうれん草、カリ
フラワー、レタス、ベーコンを食べやすい大きさに切
り、レタス以外はチキンブイヨン、水と一緒に煮て、
塩で味付けします。レタスを加えて水溶き片栗粉を入
れてとろみをつけます。

★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。
7月は「さくらんぼ」、「ブルーベリー」でした。

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～
○ジャージャー麺のソースは、刻んだにんにく、しょ
うがを豚ひき肉と一緒に炒めます。みじん切りの玉ね
ぎ、人参を加えて炒め、水、もやしを入れた後に、味
噌、砂糖、醤油、ごま油を加えて仕上げに水溶き片栗
粉でとろみをつけます。
○冷やっこにのせるトマトドレッシングは、湯剥きし
て角切りにしたトマトとしらす、削り節、醤油、リン
ゴ酢、砂糖を混ぜ合わせます。
○のり塩揚げ大豆は、水煮大豆煮片栗粉をまぶして油
で揚げ、青のりと塩をまぶします。

保育園の人気メニュー☆『タコスライス』
暑い夏に、ちょっと食欲がないときでも、ご飯と一
緒においしく食べられます。
にんにくのみじん切り10g、玉ねぎのみじん切り
250g、豚ひき肉300gを炒めて、カレー粉2g、ウス
ターソース18～20g、トマトケチャップ100g、砂糖
5gを加えて煮立たせ、水分があったら少量の水溶き片
栗粉でとろみをつけます。器に盛ったご飯に盛り付け、
きざんだレタスと角切りにしたトマト、コーンフレー
クをのせて完成です♪
未満児クラスでは、食べやすいように、仕上がった
ミートソースの中にレタスとトマトを混ぜ込んでいま
す☆

海

えのき ピー しょうゆ り
にんじん だ んごす しお
魚類
にんにく ○ ○ｿｰｽ ○ｹ
ﾁｬｯﾌﾟ

しょうゆ
しお カ
レーこ ○
しょうゆ

8月1日は土用の丑の日（二の丑）
保育園では「う」のつく食べ物を食べます！
夏の土用（7月20日頃から8月6日頃）は、二十四
節気の大暑に重なり、非常に暑い時期です。土用とい
えば「うなぎ！」と思う方が多いのですが、土用の行
事食はうなぎだけではないのです。
梅干し：クエン酸が疲れをとり、食欲を増進するため、
夏バテを防ぎます。
瓜 胡瓜（きゅうり）、西瓜（すいか）、南瓜（かぼ
ちゃ）、冬瓜（とうがん）、苦瓜（にがうり）など。
夏が旬の瓜類は栄養価が高く、体の熱を撮ったり、利
尿作用でバランスを整えるなど、夏の身体に適してい
ます。
うどん：さっぱりとして食べやすいため、暑い中でも
食が進みます。
土用もち：土用に食べるあんころもちのことをいいま
す。暑さに負けず無病息災で過ごせるといわれていま
す。
土用しじみ：しじみには冬が旬の寒しじみと、夏が旬
の土用しじみがあります。栄養価が高く、肝臓の働き
を助けることから「土用しじみは腹薬」と呼ばれてい
ます。
土用卵：土用に産み落とされた卵を土用卵といいます。
卵は栄養価が高いためうなぎと同じようにせいが付く
食べ物とされ、土用に卵を食べるようになりました。

★なかよし給食について★

たま

海藻類
まご類

ちくわ ベーコン もめんどう
バナナ だいこん たまねぎ キャベツ
ふ ツナ だいずみずに かつ
ブロッコリー コーン にんじん いんげ
おぶし きざみのり ○のむ
ん にんにく
ヨーグルト

☆夏を乗り切る！！～夏バテしない体づくりを～☆ 暑さが続くとどうしてもさっぱりした麺だけの食事になってしまったり、料理をするのが面倒
で、栄養不足になってしまうこともありがちです。大人の方は、気付いたらご飯を食べていない…なんてこともあるのではないでしょうか。この時
季は特に、すぐに食べられて栄養価の高い食品をストックすると良いです。冷蔵・冷凍で保存がきく食品（枝豆、卵豆腐、納豆、チーズ）や缶詰
（サバ、ツナ、鮭などの魚の缶詰）がおすすめです。
夏真っ盛りのこの時季、体の疲れもピークに…そんな時にこそ、気をつけたい暮らしのヒント！
【水分補給～熱中症対策はしっかりと】テレビのニュースなどでも熱中症対策についてよく耳にしますが、水分だからといって冷たい物や、大人の
方はアルコールの飲みすぎは禁物です。おすすめは、「食塩を入れたトマトジュース」。適度な塩分が体内への水分吸収をアップさせ、汗で失われ
るナトリウムも補給できます。きゅうりに味噌、すいかに塩を付けて食べるのも昔ながらの知恵。熱中症対策のために適度な冷房は必要ですが、涼
しい室内にいることで運動不足になってしまい、代謝が落ちる→冷え性になる→すると、食欲が低下→栄養不足で元気が出ないという悪循環に。冷
たい物をとりすぎず、お子さんは室内でも元気に遊んだり、大人の方はストレッチなどの軽い運動を心掛けると良いですね。
【酢を活用～ふだんの料理の味付けに】疲労回復効果のある「酢」を上手に活用しましょう。酢には食欲増進、カルシウムの吸収を促すなどのメ
リットも。麺のつゆや煮物など普段の料理で使えば、味がしまり、さっぱりと食べられます☆
【タンパク質、ビタミン、ミネラル～汗で失われるビタミン、ミネラルの補給を】大豆製品（枝豆、豆腐、納豆など）や卵、乳製品など、手軽に食
べられて、タンパク質とともにビタミンやミネラルをバランスよく含む食品がおすすめです。例えば、沖縄を代表する料理「チャンプルー」は、肉、
卵、豆腐、野菜をバランスよく食べられる一品です。

肉類
ご類

しょうゆ
くだもの にんじん ブロッコリー ほう
みりん り
れんそう たまねぎ キャベツ カリフラ
んごす し
ワー コーン ○やさいジュース
お

きせつのくだもの きゅうり もやし あ
さとう たまご ぶたひきにく ほたて
かピーマン きピーマン ほうれんそう
しょうゆ
なたね がいみずに こおりどうふ ○
コーン にんじん しめじ たまねぎ レ しお
スキムミルク
モンじる にんにく ○いちごジャム

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、季節を現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。
8月を表す二十四節気は次の通りです。
8月7日頃【立秋】りっしゅう：厳しい残暑は続きますが、この日から暦の上では秋となります。これからは少しずつ涼しくなり、秋の気配が漂いだす
頃です。また、立秋を過ぎたら「暑中見舞い」は「残暑見舞い」に変わります。
8月23日頃【処暑】しょしょ：厚さがおさまるという意味で、日中は暑いものの、朝晩の涼しさに初秋の息遣いを感じる頃です。幼稚園や学校の夏休み
もそろそろ終わり。秋の台風シーズンに入っていきます。

※献立は都合により変更になることがあります。

肉類
ご類

ま

なし にんじん キャベツ もやし コー
こむ とりももにく もめんどうふ
りんごす し
きのこ類
ン きゅうり ブロッコリー カリフラ
○ひ しらす かつおぶし ○あぶら
お ｳｽﾀｰｿｰｽ
ワー とうがん あさつき みずな きざ
あげ ○にぼし ○わかめ
○しょうゆ いも類
みこんぶ ○たまねぎ ○えのき

野菜ジュース
菓子（パルシステム）

豚肉入りうどん・ツナと花野菜のサラダ
チーズ・牛乳・果物

いも類
め類

しょうゆ り
ブロッコリー もやし んごす しお 海藻類
コーン にんにく
○ﾄﾞﾗｲｲｰｽﾄ のこ類
○しお

くだもの たまねぎ にんじん かぼちゃ
カレールウ
ブロッコリー コーン カリフラワー に
しお
んにく ○やさいジュース

ぶたももにく

さとう すりごま
ぎゅうにゅう
なたねあぶら ○パ
こおりどうふ

みりん
しょうゆ
しお

今月のレシピ紹介

海藻類

たまご類

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。
＜ごま油＞
全国で数件しか行ってい
ない、昔ながらの低温玉締め法で圧搾し
たごま油です.雑味のないまろやかなごま
本来の風味を、栄養を損なわないように
搾った、しかもごまの実のごく上質な部
分のみを使った一番搾りです。

「園児さんの食生活調査」にご協力いただき、ありがとうございました。ご意見・ご要望について回答させていただきます。
○要望「いつも19時頃のお迎えになってしまうので、子どもたちのお腹のすき具合がすごく、お家に帰るとすぐ間食（おやつ）を食べてしまいます。なので、
17:30以降などお迎えが遅い子は、できれば軽食を出してくれるとうれしいです。」⇒市内で、1名1回100円で軽食を出している園もあるようですが、費用
面を考えますと、本園としては、お迎えの際にご家庭から車の中でも食べられる簡単な物を持参していただく形の方が良いのではないかと言う結論になりまし
た。先月の献立表で、「食事をした時間から次の食事までに、3.5～4時間空けると、血糖値が下がっていて、お腹が空いて、食欲がある状態で食事を摂るこ
とができます」と掲載させて頂きました。園の食事は四回食ですので、11時過ぎ～11時半頃にお昼を食べ始めています。次は15時～15時半頃におやつの時
間となりますので、19時頃はちょうどお腹がすく時間になります。お迎えが遅いお子さんは、お家に帰っての食事に影響がでてしまうかもしれませんが、少
しだけ空腹を満たして、その上で夕食をおいしく食べられると良いかと思います。夕方のおやつは、ラムネ、グミ、吸うタイプのゼリーなど、あまり手が汚れ
なかったり、ポロポロ食べこぼしが少ないものがおすすめです。ただし、車内で食べる時も、誤嚥や誤飲には十分注意しましょう。
○意見「他の保育園では、午前のおやつがある保育園もあると聞きました。（未満児のみ）その分第三保育園では、給食の量がおやつがある園と比べて多かっ
たりするのでしょうか？」⇒本園では四回食をすすめています。昼食及び午後のおやつの2回の食事を、1～2歳児では一日の食事摂取基準の50％と考えて、
保育園における給与目標量を決めて、献立作成、調理の実施を行っています。ですので、午前のおやつがない分は、昼食及び午後のおやつの量が多いというこ
とになります。※3～5歳児では、昼食（主食を提供する完全給食）及び午後のおやつで食事摂取基準の45％を給与しています。（一日の食事摂取基準は、未
満児さん残りの50％、以上児さん残りの55％は、ご家庭の食事での栄養給与です。）
☆白組さんが考案！8月においしいサラダ☆ 3色のグループを意識しながら、8月においしくて、栄養がある野菜をたくさん使ったサラダを考えてくれまし
た！赤グループ：ツナ・たまご 黄グループ：じゃがいも 緑グループ：大根・ブロッコリー・コーン・人参・枝豆。味付けは醤油ベースがいい！！3つの色を
使ってバランスよく食材を挙げてくれました。たまごだけは後付けにして、給食室で試作したサラダを実際に白組の子どもたちに味見をしてもらい、クラスで
名前も考えてくれました。味見後、『ジャックサラダ』に決定！枝豆が、ジャックと豆の木を連想しているそうです。当日をお楽しみに☆★
８月31日は『野菜の日』です。 野菜の優れた栄養価やおいしさを見直してもらうために野菜の日が設けられました。や（８）さ（3）い（１）の語呂合わ
せです。野菜は①葉菜類（ほうれん草・キャベツ・レタス・白菜など）、②根菜類（大根、人参、じゃがいも、さつまいも、里芋、山芋など）、③果菜類（ト
マト、きゅうり、なす、ピーマン、かぼちゃ、とうがん、さやいんげんなど）、④茎菜類（アスパラガス、たけのこ、もやし、長ネギ、玉ねぎど）、⑤花菜類
（ブロッコリー、カリフラワーなど）、⑥きのこ類（まつたけ、しいたけ、えのきだけ、しめじ、なめこなど）、⑦豆類（大豆、小豆、いんげん豆、えんどう
豆、そら豆など）に分けられます。31日に保育園で使う野菜は… ①葉菜類：キャベツ ②根菜類：大根・人参・じゃがいも ③果菜類：いんげん・きゅう
り ④茎菜類：玉ねぎ・にんにく ⑤花菜類：ブロッコリー ⑥きのこ類：しめじ・えのき ⑦豆類：だいず です。お楽しみに♪
★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

