９

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

スパゲティー味噌ソース
土 ツナと野菜のサラダ
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）

482(430)
スパゲティー さとう なたねあ
19.2(17.1)
ぎゅうにゅう
ぶら ごまあぶら いりごま ○
16.0(14.4)
チーズ ツナ
パンまたはかし
1.6(1.4)

3

★なかよし給食★
月 タコスライス・じゃがいも青菜和え
ほたて入り野菜スープ・バナナ

麦茶
凍り豆腐のコロコロ揚げ

493(432)
15.5(13.3)
19.1(17.5)
1.4(1.1)

はいがまい じゃがいも さとう
ぶたひきにく ほたてがいみず バナナ たまねぎ こまつな トマト レ ｹﾁｬｯﾌﾟ ｿｰｽ
牛乳・乳製
いりごま かたくりこ なたねあ
に みそ ○こおりどうふ ○ タス コーン もやし だいこん にんじ しょうゆ
ぶら コーンフレーク ○さとう
とうにゅう ○きなこ
ん えのき とうみょう にんにく
しお ｶﾚｰこ 品 卵類
○なたねあぶら ○かたくりこ

4

胚芽ご飯・未：白身魚のマヨネーズ焼き・以：鮭
火 のマヨネーズ焼き・春雨つるつるサラダ
水菜とねぎのみそ汁・梨

カルピス
未：夏野菜ピザトースト
／以：夏野菜ピザ

479(386)
19.1(15.0)
13.9(9.1)
1.9(1.8)

はいがまい はるさめ マヨネー
さけ みそ ハム にぼし メ
ズ さとう ごまあぶら かたく
ルルーサ ○カルピス ○ピザ
りこ オリーブオイル ○こむぎ
チーズ ○ウインナー
こ ○しょくぱん

5

野菜たっぷりソース焼きそば
水 かぼちゃとレーズンのサラダ・いんげん豆の甘煮
刻み昆布と豆腐の卵スープ・バナナ

飲むヨーグルト
えだまめクッキー

649(507)
ちゅうかめん マヨネーズ なた
21.9(18.0)
ねあぶら かたくりこ ○こむぎ
17.8(13.6)
こ ○マーガリン ○さとう
1.9(1.4)

6

★黒の日★ロールパン・タンドリーチキン
木 大根と人参のごまよごし
えのきとチンゲン菜のスープ・季節の果物

抹茶ミルク
黒蜜きなこもちだんご

489(389)
21.0(19.4)
12.7(7.1)
1.8(1.5)

ﾛｰﾙﾊﾟﾝ じゃがいも かたくりこ
さとう ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ くろすりごま とりにく
しろすりごま ○もちごめ ○く ムミルク
ろみつ ○さとう ○ｺｰﾝｽﾀｰﾁ

7

五穀ご飯・オクラ入り麻婆豆腐
金 大豆とチーズのころころサラダ
ほうれん草のすまし汁・バナナ

キャラメルミルク
かぼちゃスコーン

501(445)
21.1(18.4)
13.3(11.2)
1.9(1.6)

はいがまい ごこく ﾏﾖﾈｰｽﾞ し
らたまふ かたくりこ さとう
ごまあぶら なたねあぶら ○こ
むぎこ ○さとう ○ﾏｰｶﾞﾘﾝ

8

メキシカンピラフ
土 ジャーマンポテト・お魚ソーセージ
牛乳・果物

野菜ジュース
パンまたは菓子（パルシ
ステム）

448(404)
じゃがいも はいがまい マーガ ぎゅうにゅう おさかなソー
たまねぎ ブロッコリー にんじん ピー
13.4(12.4)
ｹﾁｬｯﾌﾟ ｿｰｽ 大豆製品
リン オリーブオイル ○パンま セージ ぶたひきにく ベーコ マン にんにく くだもの ○野菜ジュー
12.7(11.4)
ｶﾚｰこ しお 卵類
たはかし
ン
ス
1.3(1.1)

10

サラダうどん・野菜のガーリックソテー
月
ボイルウインナー・バナナ

野菜ジュース
豆腐ときなこのケーキ

434(369)
うどん じゃがいも マヨネーズ
15.7(13.3)
オリーブオイル ○こむぎこ ○
16.1(14.0)
さとう ○マーガリン
1.8(1.5)

11

火

なめこ汁
豚ごぼうご飯

549(480)
18.4(16.5)
23.8(21.2)
2.0(1.7)

きょうりきこ ぱんこ なたねあ
ぎゅうにゅう ししゃも ツナ なし だいこん にんじん もやし コー
ぶら こむぎこ マヨネーズ さ
むえんバター ○みそ ○ぶた ン ブロッコリー カリフラワー ○なめ
とう ○はいがまい ○なたねあ
ひきにく ○にぼし
こ ○たまねぎ ○ごぼう ○あさつき
ぶら

12

きび入り胚芽ご飯・なす入り豆腐カレー
水 じゃことキャベツのサラダ
金時豆の甘煮・バナナ

飲むヨーグルト
さつまいものガレット

528(440)
14.5(12.3)
14.5(11.7)
1.5(1.2)

はいがまい じゃがいも きび
なたねあぶら ○さつまいも ○
ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ○なたねあぶら ○
さとう

もめんどうふ ぶたひきにく
バナナ たまねぎ にんじん
しらす ○のむヨーグルト ○
う なす コーン キャベツ
たまご ○ぎゅうにゅう ○ピ
マト きゅうり にんにく
ザチーズ

13

青のりご飯・鶏肉の味噌焼き
木 切り干し大根と刻み昆布の煮物
えのきと小松菜のすまし汁・季節の果物

ミルクティー
コーン蒸しパン

492(390)
20.1(19.0)
12.6(7.2)
2.3(1.8)

はいがまい さとう なたねあぶ
ら ごまあぶら かたくりこ ○
こむぎこ ○さとう ○マーガリ
ン

とりももにく みそ さつまあ
げ かつおぶし きざみこんぶ
あおのり わかめ ○ｽｷﾑﾐﾙｸ
○たまご ○ぎゅうにゅう

14

ちりめんじゃこのトマトスパゲティー
金 大豆とひじきのサラダ
もやしと大根のスープ・バナナ

牛乳
おからときなこのドーナ
ツ

512(436)
16.6(14.3)
16.7(14.1)
2.0(1.6)

スパゲティー マヨネーズ オ
ゆでだいず しらすぼし ハム
リーブオイル かたくりこ ○こ
ひじき ○ぎゅうにゅう ○お
むぎこ ○さとう ○なたねあぶ
から ○たまご ○きなこ
ら ○マーガリン

15

ベーコンとしめじのカレーピラフ
土 チーズじゃがいもサラダ
お魚ソーセージ・牛乳・果物

野菜ジュース
パンまたは菓子（パルシ
ステム）

434(400)
はいがまい じゃがいも マーガ ぎゅうにゅう おさかなソー
くだもの たまねぎ にんじん ブロッコ
13.7(12.8)
カレーこ
リン マヨネーズ ○パンまたは セージ ダイスチーズ ベーコ リー しめじ コーン ピーマン ○やさ
13.1(11.8)
しお
かし
ン
いジュース
1.0(0.9)

まめ類
藻類

ミルクティー
ヨーグルトケーキ

515(439)
19.0(16.5)
14.1(11.4)
1.7(1.4)

はいがまい マヨネーズ さとう
すりごま ビーフン かたくりこ
なたねあぶら ○こむぎこ ○さ
とう ○マーガリン

ぶたひきにく こおりどうふ
バナナ コーン にんじん ほうれんそう
みそ かつおぶし わかめ ○
しょうゆ
キャベツ もやし ねぎ たけのこ たま
スキムミルク ○たまご ○の
しお
ねぎ グリンピース ○レモンじる
むヨーグルト

きのこ類
いも類

牛乳
さっくり豆腐蒸しパン

520(431)
20.3(19.6)
23.1(16.5)
1.4(1.2)

はいがまい じゃがいも くりの
あまに かたくりこ なたねあぶ
ら ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ ○ホットケーキ
ミックス

とりももにく
ぎゅうにゅう
に ベーコン
○とうにゅう

りんごす
しょうゆ
しお

いも類
藻類

海

海

手作りパン・ししゃもフライ
大根ツナサラダ・牛乳・梨

肉味噌丼・野菜のごまマヨネーズ和え
ビーフンと玉ねぎのスープ・バナナ

18

火

19

きのこ入りミルクピラフ・若鶏と野菜の黒ごま揚
水 げ焼き・お豆さっぱりサラダ・ほたて入りとうが
んスープ・梨

ぶたひきにく
みそ

くだもの もやし にんじん たまねぎ
ブロッコリー キャベツ カリフラワー
コーン にんにく ○やさいジュース

りんごす
しお

なし もやし ｺｰﾝ にんじん きゅうり
たまねぎ ｶﾘﾌﾗﾜｰ えのき みずな ねぎ
ｷｬﾍﾞﾂ ○ﾄﾏﾄ ○なす ○ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ○ｽﾞｯ
ｷｰﾆ ○たまねぎ ○ｺｰﾝ

りんごす
しょうゆ
さけ しお
○ｹﾁｬｯﾌﾟ

ぶたにく いんげんまめ もめ
バナナ かぼちゃ キャベツ にんじん
ソース
んどうふ たまご かつおぶし
もやし たまねぎ コーン ブロッコリー しょうゆ
かにかまぼこ きざみこんぶ
カリフラワー ほしぶどう ○えだまめ
しお
○のむﾖｰｸﾞﾙﾄ ○たまご
よーぐると
○きなこ

だいこん にんじん ちんげんさい キャ
○スキ ベツ たまねぎ えのき ブロッコリー
カリフラワー もやし コーン みずな
にんにく きせつのくだもの

もめんどうふ さつまあげ ぶ
たひきにく だいずみずに み
そ ダイスチーズ かつおぶし
○スキムミルク

ウインナー ツナ
にぼし きりのり
たまご ○とうふ
○とうにゅう

い

まめ類
藻類

海

魚介類
も類

い

ｹﾁｬｯﾌﾟ
海藻類
しょうゆ
しお ﾁｷﾝﾌﾞ め類
ｲﾖﾝ ｶﾚｰこ

バナナ ほうれんそう ねぎ たまねぎ
にんじん あかピーマン だいこん オク しょうゆ
ラ あさつき きゅうり にんにく もや しお
し ○ほしぶどう ○かぼちゃ

かつおぶし
バナナ えだまめ レタス トマト コー みりん
わかめ ○
ン きゅうり ブロッコリー カリフラ
しょうゆ
○きなこ
ワー あかピーマン にんにく
しお

ゆでだいず
ほたてがいみず
○ぎゅうにゅう
○とうふ

海藻類
も類

卵類
類

ま

海藻

牛乳・乳製
品

しお ﾄﾞﾗｲ
ｲｰｽﾄ ○み
りん ○
しょうゆ

まめ類
藻類

ほうれんそ カレールウ
もやし ト りんごす
しお

海藻類

たまねぎ こまつな えのき だいこん
しょうゆ
にんじん みずな いんげん ねぎ きり
みりん し
ぼしだいこん きせつのくだもの ○コー
お
ン

いも類
類

海

魚

バナナ たまねぎ トマト ピーマン に
ｹﾁｬｯﾌﾟ ﾁｷﾝ
んじん ダイスカットトマトかんづめ ブ
ﾌﾞｲﾖﾝ しお いも類
ロッコリー コーン だいこん もやし
しょうゆ
えのき

なし ｷｬﾍﾞﾂ ﾁﾝｹﾞﾝｻｲ とうがん きゅうり
ｺｰﾝ たまねぎ ﾄﾏﾄ にんじん しめじ
ﾏｯｼｭﾙｰﾑ しいたけ ﾊﾟｾﾘ しょうが な
す れんこん ﾊﾟﾌﾟﾘｶ ○ﾊﾟｲﾝかん

海

木

冷やし中華・ゆで卵
ポテトのチーズ焼き・季節の果物

飲むヨーグルト
焼きおにぎり

516(438)
ちゅうかめん じゃがいも さと たまご ぶたガラ ピザチーズ にんじん ブロッコリー もやし トマト しょうゆ
19.9(17.2)
う マーガリン ごまあぶら ○ ベーコン ○のむヨーグルト
きゅうり たまねぎ コーン にんにく
りんごす
12.5(10.6)
はいがまい ○さとう
○とうにゅう ○みそ
きせつのくだもの ○ねぎ
しお
1.9(1.5)

まめ類
藻類

21

金

胚芽ご飯・月見ハンバーグ
キャベツとツナのサラダ・根菜のみそ汁・バナナ

麦茶ミルク
みたらしもちだんご

473(428)
20.7(18.4)
11.4(9.5)
2.1(1.8)

きのこ類

22

カレーライス
土 ほうれん草ともやしのごま和え
牛乳・バナナ

野菜ジュース
パンまたは菓子（パルシ
ステム）

437(401)
はいがまい じゃがいも すりご
13.2(12.2)
ま なたねあぶら さとう ○パ ぎゅうにゅう
11.7(10.6)
ンまたはかし
1.3(1.1)

25

火

★お彼岸★
未：牛乳／以：スキムミ
ルク・おはぎ

442(376)
18.3(12.7)
8.0(10.4)
1.8(1.3)

26

胚芽ご飯・未：たらのかば焼き／以：さんまのか
水 ば焼き・さつまいもとれんこんのサラダ
大根とベーコンのスープ・バナナ

麦茶
豚肉とほうれん草のひや
むぎ

466(343)
はいがまい さつまいも かたく
バナナ にんじん だいこん こまつな
13.9(12.5)
さんま ベーコン みそ タラ
りこ なたねあぶら さといも
コーン れんこん もやし しょうが ○
16.0(7.3)
○ぶたももにく ○にぼし
マヨネーズ さとう ○ひやむぎ
ほうれんそう ○にんじん
1.8(1.5)

27

ロールパン・きのことポテトのグラタン
木 小松菜ともやしのサラダ
牛乳・季節の果物

すまし汁
鮭のごはん

527(433)
20.2(16.6)
18.6(15.6)
2.2(1.8)

ロールパン じゃがいも なたね
あぶら マッシュポテト ぱんこ
○はいがまい ○しらたまふ ○
いりごま

28

金

麦茶ミルク
りんごのブラウニー

533(471)
20.4(17.9)
16.6(14.7)
1.8(1.5)

はいがまい おしむぎ さつまいも
ぶたももにく みそ あぶらあ
いとこんにゃく なたねあぶら か
げ にぼし こおりどうふ ○
たくりこ ○こむぎこ ○マーガリ
スキムミルク ○たまご
ン ○さとう ○こなざとう

野菜ジュース
パンまたは菓子（パルシ
ステム）

395(360)
14.5(13.3) はいがまい オリーブオイル
11.1(10.5) とう ○パンまたはかし
1.,4(1.2)

29

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・ぶどう

麦ご飯・豚肉のしょうが炒め
コーンサラダ・具だくさんみそ汁・バナナ

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

ほうれんそう
ねぎ コーン
いジュース

ちゅうかめん じゃがいも マヨ
たまご ハム なると やきの ぶどう
ネーズ なたねあぶら かたくり
り わかめ ○スキムミルク
コーン
こ ○もちごめ ○はいがまい
○きなこ ○ぎゅうにゅう
ねぎ
○さとう ○くろすりごま

ぎゅうにゅう ぶたひきにく
ピザチーズ ○さけフレーク
○とうふ ○かつおぶし ○や
きのり ○わかめ

さ ぎゅうにゅう チーズ
もにく かつおぶし

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。9月を表す二十四節気は次の通りです。
9月8日頃【白露】はくろ：秋が深まり、草花に朝露がつきはじめる頃という意味です。空は高くなり、秋雲がたなびくようになり、本格的な秋の到来
です。また、実りの秋を前に台風が心配な時期でもあります。
9月23日頃【秋分】しゅうぶん：昼夜の長さがほぼ同じになる日で、この日を境に日が短くなり、秋の夜長に向かいます。秋分の日は彼岸の中日で前
後3日間を秋彼岸といい、先祖のお墓参りをする習慣があります。「祖先を敬い、亡くなった人をしのぶ日」として国民の祝日になっています。

☆毎日くだもの200グラム運動☆
平成12年3月、文部省（現文部科学省）、厚生省（現厚生労働省）、農林水産省が決定した食生活指針において、果物は野菜と同様に毎日の食生
活にとって必需品であると位置づけられています。しかし、果物はまだまだ嗜好品としての意識が強く、国際的にみても日本の果物摂取量は先進国
の中で最低水準だそうです。そこで、「果物のある食生活推進全国協議会」が、果物を毎日の食生活に欠かせない品目として定着させるため、「毎
日くだもの200グラム運動」を開始しました。
果物に関して、甘いためにカロリーが高いと誤解されがちですが、その甘さは果糖によるもの。果糖は砂糖の1.5倍ほどの甘さを感じますが、1g
当たりのエネルギーは4kcalで、菓子類より高い脂質も含まれないため、思っているよりカロリーは低くなっています。それよりも体に有用なビタ
ミンやミネラルも多く含まれるため、例えば朝食がゆっくりとれない場合や、スポーツや体力を使った場合にも失われた成分を手軽に補うのに果物
が有効です。特に激しい運動や仕事、農作業をした後は、体内の生体成分を参加させる活性酸素が増加するため、抗酸化作用がある果物を積極的に
摂取することが必要です。果物には水分やさわやかな食感を与える有機酸が多く、唾液の分泌を促進させて食欲の増進にも役立ちます。また、さわ
やかな香り、色等が、精神的なゆとりを与えてくれ、果物に含まれるカテキン類によって、口臭予防効果もあるそうですので、食欲のない夏場、リ
ラックスするためにもぜひ取り入れてみてください。
果物200gの目安個数は？みかん：2個、りんご：1個、梨：1個、柿：大きめ1個、小さめ2個、ぶどう：大粒系2分の1房、小粒系2房、桃：大
きめ1個、小さめ2個、キウイフルーツ：2個、なつみかん：1個、はっさく：1個、いよかん：1個、でこぽん（しらぬい）：1個、グレープフルー
ツ：1個、くり：12個、さくらんぼ：40粒、すもも：3個、洋ナシ：1個、びわ：6個、バナナ：大きめ1本、小さめ2本などです。
文部科学省は、学校給食で摂取すべき各種栄養素の摂取基準を定めており、これを満たすための目安として幼児（5歳以下）、6～7歳では一人1
回当たりの果物類を30gと定めています。保育園では、毎日のお昼の時間に果物を30～40g程度、おやつに時々10～20g程度提供しています。園
での摂取基準は満たしていますが、ご家庭での果物摂取の重要性がわかります。給食や食事では不足する分を補うため、おやつの半分は果物を取り
入れましょう。
”食べること”は、栄養価が確かに重要ですが、”おいしい～”と心から感じることや楽しい、美しい…などと五感を通して感じながら食べること
で、体への効果が倍増するとも言われています。果物王国、山梨にいることの特権！一番おいしい時期に、収穫してから時間をかけないで届いた産
物の美しさを、心から味わいたいですね。

★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。

※献立は都合により変更になることがあります。

ぶたももにく

バナナ たまねぎ にんじん キャベツ
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ コーン だいこん ごぼう と
うみょう トマトピューレ

☆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日夏野菜の手作りピザ～
白・赤組さんでクッキング！玉ねぎ、ブロッコ
リー、コーン、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。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。やわらかすぎたら小麦粉を足します。ひとま
とまりになり、柔らかくてのびる状態になったら
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。
※未満児さんは食パンに具材をのせて焼きます★

子どもたちに人気！『切り干し大根と刻み昆布の煮
物』甘辛い味付けで、汗をかいた体に塩分補給♪給食で
は、13日に提供します☆
切り干し大根と刻み昆布は水で戻して短く切ります。
（戻し汁は煮込む際に使います）大根と人参、さつまあ
げは千切りにし、いんげんは短く切ります。切った材料
を戻し汁で煮て、沸騰したら砂糖・醤油を加えて味を含
ませます。

19日お誕生日会の給食レシピ
「きのこ入りミルクピラフ」（子ども10名分）
ベーコン、玉ねぎ、しいたけ、しめじ、マッシュ
ルーム、パセリをみじん切りにして炒めます。マーガ
リン、塩、パセリのみじん切り、温めた牛乳を加え混
ぜて加熱し、水分をなるべくとばしたら、栗の甘煮と
炊けたご飯と混ぜ込みます。
「若鶏と野菜の黒ごま揚げ焼き」（子ども10名分）
鶏肉の切り身にしょうがのおろし汁、醤油で下味を
つけておきます。なす、パプリカ、れんこんは食べや
すい大きさに切って、醤油・塩を加えて混ぜ、軽く火
を通しておきます。鶏もも肉に黒ごまを混ぜた片栗粉
をまぶし、クッキングシートを敷いたオーブンの天板
に並べ、野菜も一緒に油を多めにかけて焼きます。
「お豆さっぱりサラダ」（子ども10名分）
キャベツ、きゅうり、じゃがいもを角切りにして加
熱して冷まし、水気をしぼっておきます。トマトは湯
むきして角切りにします。野菜、ホールコーン、水煮
大豆とりんご酢・オリーブオイル・砂糖・塩のドレッ
シングと和えて完成です。

★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。
8月は「ブルーベリー」、「小玉すいか」でした。
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今月のレシピ紹介

★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。
～今月のメニュー紹介～
○タコスライス：豚ひき肉、にんにくと玉ねぎのみじ
ん切りを炒め、カレー粉、ウスターソース、ケチャッ
プ、砂糖を加え、水溶き片栗粉でとろみをつけます。
器にご飯を盛り付け、ミートソースをかけ、きざんだ
レタス、角切りにしたトマト、コーンフレークをのせ
ます。
○じゃがいも青菜和え：じゃがいも、小松菜、人参は
食べやすい大きさに切って加熱して冷まします。野菜、
ホールコーン、いりごま、味噌、砂糖、しょうゆを混
ぜ合わせてできあがりです。
○ほたて入り野菜スープ：大根、えのき、もやし、豆
苗を食べやすい大きさに切り、ホタテの水煮、水を加
えて煮て、塩を加え、仕上げに水溶き片栗粉でとろみ
をつけます。

＜＜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。「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。
＜みりん＞商品名：「味の母」
米と米麹が主原料の、酒の風味
とみりんのうまみを合わせ持っ
た発酵調味料です。

☆9月１日は防災の日☆「もしも」のために…「いつも」の味を備える工夫
「もしも」の食事を「いつも」の食事の延長に。食べなれた普段の食材を、使いながら備蓄しましょう。
災害時には、様々なストレスやトラブルが起こります。特に小さな子どもがいる家庭では、不安が尽きませんね。そんな時、癒す力のひとつになってく
れるのが「食」です。大切なのは、ご家族にとっての「いつもの味」。災害時に初めて食べるもの、食べ慣れないものが続くと、余計に不安を感じるもの。
普段食べている食材を「使いながら備蓄する」ことを心がけましょう。日々の小さな積み重ねが、「もしも」のときに家族を支える力になってくれるはず
です。
○果物や果汁飲料は「いつも」も「もしも」も活躍！
果物や果汁飲料は最高の非常食。調理の必要がなく、子どもが食べやすく、災害時に不足しがちな栄養素が含まれています。果物は、つぶすだけで離乳
食にも早変わり！
○食欲が落ちる時こそ「大好き」をひとつ。
子どもはストレスに敏感。災害時に食欲が落ちることも。そんな時は食べ慣れたお菓子でご機嫌と食欲を取り戻せることもあります。菓子類であっても、
野菜などの栄養がとれるもの、のどが渇きすぎないものであればなおよいですね。赤ちゃんせんべいは、お湯でふやかせば離乳食の代わりにもなります。
○水のストックは１人１日２リットルを目安に。
非常食は保存性を高めるために、水分は極端に少なくしています。しかし、日常に食べているものを備蓄して使っていれば、食品からも水分が取れるの
で、飲料としての水のストックは１日２リットルを目安に考えていれば大丈夫です。こちらも、使いながらの備蓄を心がけましょう。
○マザーズバックに最低限の備えを。
赤ちゃんのいる家庭では、災害時、必ず赤ちゃんを抱えて避難します。その上持ち出し袋を持たなくてもよいように、持ちなれたマザーズバックに最低
限の備えをしておくのが賢明。小銭、携帯の充電器、お菓子、ストール、マスクなど必需品を多めに入れておくだけでも心強いです。
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。

～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たいと思います。
9月は6日「黒の日」ということで、黒ごまを使ったサラダ、おやつに黒蜜を使います。15日「ひじきの日」、17日「イタリア料理の日」ということで、
14日にスパゲティーと、ひじきの入ったサラダを提供します。24日が「十五夜」なので、21日のおやつにみたらし団子を提供します。
秋のお彼岸は「秋分の日」を中日として前後3日間、計7日間が「お彼岸」の期間となります。今年の秋分の日は9月23日（日・祝）なので、今年の秋彼岸
は9月20日（木）から9月26日（水）となります。保育園では25日のおやつにおはぎを提供します。

★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

