１０

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

調味料

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

中華丼・生揚げの含め煮
月 切干大根とツナのマヨネーズサラダ
さつまいもとえのきのみそ汁・バナナ

牛乳
手作りメロンパン

629(532)
20.6(17.4)
20.8(17.5)
2.1(1.7)

はいがまい さつまいも マヨネー
ズ かたくりこ さとう すりごま
ごまあぶら なたねあぶら ○きょ
うりきこ ○こむぎこ ○さとう

なまあげ ぶたももにく ツナ
ちくわ みそ にぼし けずり
ぶし わかめ ○ぎゅうにゅう
○むえんバター ○たまご

バナナ はくさい キャベツ もやし に
んじん ブロッコリー だいこん たまね
ぎ たけのこ えのき きりぼしだいこん
とうみょう ほししいたけ きくらげ

しょうゆ
しお ○ド
ライイース
ト ○しお

魚類
卵類

2

イタリアン焼きそば・豆腐のさっくり粉チーズ焼
火 き・かぼちゃのはちみつ煮
ほたて入り小松菜スープ・梨

ミルクティー
きびだんご

571(447)
21.5(18.2)
13.0(9.8)
2.0(1.5)

ちゅうかめん じゃがいも ﾊﾁﾐﾂ さ
もめんどうふ ぶたひきにく
とう ﾏｰｶﾞﾘﾝ なたねあぶら ｵﾘｰﾌﾞ
ほたてがいみずに こなチーズ
ゆ かたくりこ ﾊﾟﾝこ ごまあぶら
○スキムミルク ○きなこ
○はいがまい ○きび ○もちごめ

なし キャベツ かぼちゃあ トマト
ピューレ もやし ダイスカットトマトか
ん コーン にんじん たまねぎ だいこ
ん こまつな しめじ パセリ

ケチャップ
ウスター
ソース し
お

海藻類
きのこ類

3

カルシウムたっぷりご飯・未：白身魚のちゃん
水 ちゃん焼き／以：鮭のちゃんちゃん焼き・ポテト
サラダ・ほうれん草と油揚げのすまし汁・バナナ

飲むヨーグルト
マロンケーキ

492(432)
20.9(17.6)
11.3(9.3)
1.6(1.4)

はいがまい じゃがいも マヨ
ネーズ ふ いりごま かたくり
こ ○こむぎこ ○くり ○さと
う ○マーガリン ○こなざとう

さけ しらす あぶらあげ み
バナナ
そ ほしえび かつおぶし メ
んじん
ルルーサ わかめ ○のむヨー
まつな
グルト ○ぎゅうにゅう

4

ロールパン・手ごねハンバーグ照り焼きソース
木 ツナとブロッコリーの甘酢和え
ミネストローネ・季節の果物

未：牛乳／以：スキムミ
ルク
クッパ

580(474)
27.8(20.1)
19.9(19.5)
2.0(1.5)

ﾛｰﾙﾊﾟﾝ じゃがいも ぱんこ ﾏﾖﾈｰｽﾞ
さとう なたねあぶら ﾏｶﾛﾆ かたく
りこ ｵﾘｰﾌﾞｵｲﾙ ○はいがまい ○な
たねあぶら ○ごまあぶら

ぶたひきにく もめんどうふ ツ
ナ スキムミルク こおりどうふ
○スキムミルク ○たまご ○と
りひきにく ○ぎゅうにゅう

5

胚芽ご飯・野菜たっぷりカレー
金 チキンカツ・ほうれん草とハムのサラダ
バナナ

野菜ジュース
さつまいものごまおやき

562(461)
16.2(14.0)
21.0(14.5)
1.2(1.0)

はいがまい じゃがいも こむぎこ
ぱんこ ﾏﾖﾈｰｽﾞ いりごま ○さつま とりももにく ハム
いも ○かたくりこ ○さとう ○ﾏｰ ○ぎゅうにゅう
ｶﾞﾘﾝ ○なたねあぶら ○くろごま

6

土

9

あんかけラーメン・さつまじゃこ
火 ほうれん草とコーンのサラダ
うずらの卵・りんご

麦茶ミルク
ごまだれだんご

516(454)
21.7(19.2)
11.9(10.2)
2.1(1.8)

ちゅうかめん さつまいも なた
うずらのたまご ぶたももにく りんご もやし にんじん ほうれんそう
ねあぶら かたくりこ ごまあぶ
ハム しらす けずりぶし ○ えのき たけのこ しめじ コーン チン
ら ○もちごめ ○さとう ○す
スキムミルク ○みそ
ゲンサイ キャベツ にんにく
りごま ○かたくりこ

10

きび入り胚芽ご飯・ひじき入りつくね甘辛だれ
水 野菜のごまマヨネーズ和え
えのきと大根のすまし汁・バナナ

飲むヨーグルト
金時豆のケーキ

468(409)
16.4(14.2)
10.8(9.4)
1.4(1.2)

はいがまい きび さとう マヨ
ネーズ すりごま かたくりこ
○こむぎこ ○さとう ○マーガ
リン

とりひきにく かつおぶし お
バナナ キャベツ
から ひじき わかめ ○のむ
たまねぎ えのき
ヨーグルト ○たまご ○ぎゅ
こん とうみょう
うにゅう

11

ロールパン・ポテトコロッケ
木 大根とコーンの甘酢和え
牛乳・季節の果物

小松菜のすまし汁
手作りふりかけご飯

546(480)
18,.6(16.1)
17.6(15.8)
1.8(1.5)

ロールパン じゃがいも ぱんこ こ
むぎこ マッシュポテト なたねあ
ぶら さとう ○はいがまい ○いり
ごま ○ふ ○なたねあぶら

ぎゅうにゅう ぶたひきにく
くだもの たまねぎ もやし だいこん
しらす きざみこんぶ わかめ
にんじん ブロッコリー コーン ○えの
○あぶらあげ ○かつおぶし
き ○こまつな
○けずりぶし

12

胚芽ご飯・白身魚の豆乳味噌ソース焼き
金 豚肉と根菜の炒め煮
えのきとチンゲン菜のスープ・バナナ

キャラメルミルク
パンプキンケーキ

535(455)
21.2(17.9)
15.4(12.4)
1.5(1.2)

はいがまい さといも マヨネー
メルルーサ ぶたももにく と バナナ れんこん にんじん チンゲンサ しょうゆ
ズ なたねあぶら さとう かた
うにゅう みそ こおりどうふ イ ごぼう たまねぎ えのき もやし
みりん ﾁｷﾝ 海藻類
くりこ ○さとう ○こむぎこ
○スキムミルク ○たまご
コーン いんげん ねぎ ○かぼちゃ
ﾌﾞｲﾖﾝ しお
○きょうりきこ ○マーガリン

13

土

肉うどん・キャベツとツナのマヨネーズ和え
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）

431(395)
18.2(16.3)
うどん
14.3(14.2)
2.1(1.8)

15

月

きのこほうとう・甘辛揚げ大豆
ツナ入りさっぱりサラダ・柿

豆腐のすまし汁
わかめご飯おにぎり

458(369)
ほうとう さといも なたねあぶ
17.8(13.9)
ら かたくりこ さとう ○はい
13.3(10.6)
がまい ○いりごま
2.9(2.3)

16

胚芽ご飯・未：白身魚の粉チーズ焼き／以：さん
火 まの粉チーズ焼き・さつまいもサラダ
かぶとなめこのみそ汁・バナナ

牛乳
紅茶ケーキ

557(470)
18.0(16.9)
20.6(14.0)
1.2(1.1)

はいがまい さつまいも マヨ
さんま みそ こなチーズ
ネーズ オリーブオイル ○こむ
ぼし メルルーサ さんま
ぎこ ○マーガリン ○さとう
ぎゅうにゅう ○たまご
○こなざとう

17

★お誕生日会★麦ご飯・きのこ入りチリコンカ
水 ン・白菜と大根のごまよごし
チンゲン菜とかぶのスープ・柿

飲むヨーグルト
かぼちゃとじゃがいもの
ガレット

527(453)
16.3(13.9)
18.1(14.7)
1.6(1.3)

はいがまい おしむぎ マーガリン
ぶたひきにく だいずみずに
さとう なたねあぶら かたくりこ
ベーコン ○たまご ○ぎゅう
くろすりごま すりごま ○じゃが
にゅう ○のむヨーグルト
いも ○ホットケーキミックス

18

胚芽ご飯・親子煮
木 ニラとキャベツのサラダ
油揚げとあさつきのみそ汁・季節の果物

ミルクティー
レーズンクッキー

593(534)
22.9(20.2)
17.9(15.6)
2.0(1.7)

はいがまい じゃがいも なたね
あぶら さとう かたくりこ ふ
○もむぎこ ○マーガリン ○さ
とう

たまご とりひきにく あぶら
くだもの キャベツ たまねぎ みら
あげ みそ こおりどうふ し
ずな だいこん にんじん あさつき
らす にぼし わかめ ○スキ
ほしぶどう
ムミルク ○たまご

19

ロールパン・さつまいもグラタン
金 大根とハムのサラダ
えのきとほうれん草のスープ・バナナ

未：牛乳／以：スキムミ
ルク
十三夜だんご

521(447)
20.9(15.1)
13.3(14.4)
1.9(1.4)

ロールパン さつまいも マヨ
ネーズ かたくりこ なたねあぶ
ら ○だんごのこな ○もちごめ
○さとう

ぎゅうにゅう ぶたひきにく
バナナ たまねぎ だいこん にんじん
だいずみずに ピザチーズ ハ
チキンブイ
ブロッコリー エリンギ えのき コーン
ム ○スキムミルク ○こしあ
ヨン しお
ほうれんそう カリフラワー
ん ○ぎゅうにゅう

20

スパゲティーナポリタン
土 小松菜とツナのごま和え
おさかなソーセージ・牛乳・果物

野菜ジュース
パンまたは菓子（パルシ
ステム）

439(389)
16.0(14.2) スパゲティー なたねあぶら
13.6(11.9) りごま さとう
1.1(1.0)

22

胚芽ご飯・秋野菜カレー
月 ほうれん草とえのきのサラダ
豆腐とキャベツのスープ・バナナ

未：牛乳／以：スキムミ
ルク
人参ケーキ

574(516)
20.4(15.2)
16.1(17.7)
1.9(1.4)

はいがまい さつまいも なたね
あぶら かたくりこ ごまあぶら
さとう ○こむぎこ ○さとう
○マーガリン

23

★白組さん考案メニュー★胚芽ご飯
火 カレイのスパイシー焼き・春雨サラダ
5種のきのことわかめのみそ汁・柿

ミルクティー
スイートポテト

423(365)
20.1(17.0)
7.6(6.2)
1.6(1.3)

はいがまい はるさめ ぱんこ
かれい ハム みそ にぼし
かき もやし きゅうり コーン えのき
オリーブオイル さとう ごまあ
かれい わかめ ○スキムミル にんじん なめこ しめじ エリンギ ま
ぶら ○さつまいも ○さとう
ク ○ぎゅうにゅう
いたけ にんにく
○マーガリン

24

ごまご飯・若鶏の唐揚げ
水 りんごとじゃがいものサラダ
トマトとベーコンのスープ・バナナ

飲むヨーグルト
かぼちゃときなこの蒸し
ケーキ

570(485)
18.9(16.9)
21.6(15.8)
1.5(1.2)

はいがまい じゃがいも かたく
とりももにく ダイスチーズ
りこ なたねあぶら マヨネーズ
ベーコン ○のむヨーグルト
いりごま さとう ○こむぎこ
○たまご ○きなこ
○マーガリン ○さとう

バナナ トマトピューレ たまねぎ コー
ン りんご にんじん ブロッコリー ダ しょうゆ
イスカットトマトかんづめ えのき にん しお
にく しょうが

海藻類
魚類

25

クリームスパゲティ―
木 小松菜とコーンの磯和え
ほたてとかぶのスープ・季節の果物

麦茶ミルク
信玄もちだんご

450(398)
20.0(17.6)
7.8(6.4)
1.6(1.3)

スパゲティー さとう すりごま
ぎゅうにゅう とりひきにく
かたくりこ オリーブオイル ご
とうふ ほたてがいみずに ○
まあぶら ○もちごめ ○くろみ
スキムミルク ○きなこ
つ

くだもの たまねぎ こまつな にんじん
コーン えのき かぶ もやし あさつき しょうゆ
キャベツ しめじ あかピーマン にんに しお
く

いも類
卵類

26

手作りパン・豚肉と野菜のトマト煮込み
金 切干大根とツナのレモン和え
牛乳・バナナ

納豆みそ汁
ごま塩おにぎり

548(455)
きょうりきこ さとう なたねあ ぎゅうにゅう
20.7(17.0)
ぶら すりごま かたくりこ ○ むえんバター
20.8(9.5)
はいがまい ○くろごま
とう ○みそ
1.7(1.5)

27

土

ゆかりご飯・ポテトとハムのサラダ
チーズ・具だくさんみそ汁・果物

野菜ジュース
パンまたは菓子（パルシ
ステム）

401(352)
12.4(11.0) はいがまい
10.8(9.5) ネーズ
1.7(1.5)

29

月

肉野菜うどん・じゃこ天
炒り卵入りサラダ・バナナ

★焼いも会★
麦茶・焼きいも

430(385)
12.6(10.5) うどん こむぎこ なたねあぶら たまご ぶたにく
13.5(12.3) マヨネーズ ○さつまいも
ハム にぼし
1.9(1.5)

30

火

31

★なかよし給食★鶏肉と野菜のピラフ・白身魚の
水 塩麹焼き・キャベツとブロッコリーのサラダ・わ
かめとカリフラワーのスープ・バナナ

ほうれんそう ブロッコリー
コーン キャベツ たまねぎ
しめじ

に
みりん
こ
お

くだもの たまねぎ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ にんじん
だいこん ｶﾘﾌﾗﾜｰ ﾄﾏﾄﾋﾟｭｰﾚ ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄ
かん ｺｰﾝ ｷｬﾍﾞﾂ ○にんじん ○しいた
け ○たけのこ

バナナ たまねぎ にんじん
○たまご ブロッコリー カリフラワー
す ほうれんそう きゅうり
んにく ○やさいジュース

し

きのこ類
肉類

しょうゆ
みりん り 魚類
んごす ﾁｷﾝ 海藻類
ﾌﾞｲﾖﾝ しお

キャベツ
カレールウ
もやし な
しお ○し
コーン に
お

きのこ類
大豆製品

今月のレシピ紹介
★5日：運動会応援メニュー★
「野菜たっぷりチキンカツカレー」
カツカレーは、カレーライスとカツを組み合わせた
日本の料理です。「試験に合格する（勝つ）」「試合
で勝つ」などのゲンを担ぐ意味で食べられることが多
いメニューです。“みんなが運動会を頑張れるよう
に”と、給食室からの応援メニューです。
「ほうれん草とハムサラダ」
ほうれん草といえば「ポパイ」。ポパイという名
前の水兵は、恋人のオリーブを助けるためにほうれん
草を食べて強くなり悪者のブルートをやっつけるとい
う単純明快なアニメの主人公です。全米ベジタリアン
協会という組織で菜食主義を広めるために宣伝キャラ
クターとして「ポパイ」が作られたそうです。アメリ
カで1929年に漫画作品として発表された初期のポパ
イは、ほうれん草でなくキャベツを食べてパワーアッ
プしていたのですが、漫画作品から1933年にアニメ
化される際、キャベツを持ち歩くには無理があるとい
うことでほうれん草の缶詰を食べて強くなるという設
定に変わったそうです。
そんな“ポパイのように強くなれるように”と、ほ
うれん草のサラダを提供します。たくさん食べてくだ
さいね♪

運動会

秋の遠足：お弁当（持参）

ぎゅうにゅう
もにく ツナ

マヨネーズ

じゃがいも

チーズ
にぼし

ぶたも

だいずみずに ﾂﾅ みそ ぶたもも
にく あぶらあげ にぼし きざみ
こんぶ ○とうふ ○けずりぶし
○ほしｴﾋﾞ ○のり

こまつな にんじん
しょうゆ
もやし コーン だい みりん し
しょうが
お
りんごす
しお ウス
ターソース
○しお

くだもの キャベツ にんじん たまねぎ
しょうゆ
もやし ブロッコリー コーン ほうれん
みりん
そう えのき ○やさいジュース
かき かぼちゃ キャベツ にんじん ブ
ロッコリー ねぎ カリフラワー コーン
えのき しめじ まいたけ ○こまつな
○たまねぎ ○もやし

かき たまねぎ にんじん だいこん はくさ
い ｷｬﾍﾞﾂ ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄかん ちんげんさい ﾄﾏ
ﾄﾋﾟｭｰﾚ かぶ もやし えのき ｺｰﾝ なす しめ
じ ｴﾘﾝｷﾞ ねぎ しいたけ

くだもの
ピーマン
ジュース

ぶたひきにく もめんどうふ
ベーコン かつおぶし けずり
ぶし ○スキムミルク ○たま
ご ○ぎゅうにゅう

みそ

あ

しょうゆ
み
りんごす
○
みりん し
お ○しお

こまつな にんじん たまねぎ
ケチャップ
コーン にんにく ○やさい
しょうゆ

バナナ たまねぎ ほうれんそう キャベ
カレールウ
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んごす し
ン カリフラワー しめじ にんにく ○
お ○しお
りんご

卵類
牛乳乳製品

水筒（お茶）
おやつ（持参）
麦茶
りんごの米粉蒸しパン

408(349)
17.7(14.2)
7.9(6.9)
1.8(1.5)

はいがまい しおこうじ ビーフ
メルルーサ とりささみ あぶ
ン なたねあぶら オリーブオイ
らあげ かつおぶし けずりぶ
ル ○こめこ ○さとう ○なた
し ○とうにゅう
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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。10月を表す二十四節気は次の通りです。
10月8日頃【寒露】かんろ：草木に冷たい露が降りる頃という意味です。秋の長雨が終わり、ぐっと秋が深まります。稲刈りが終わるころで、その他
の農作物の収穫もたけなわとなります。また、北の方から紅葉の便りが届きはじめます。
10月23日頃【霜降】 そうこう：早朝に霜が降りはじめる頃という意味です。晩秋を迎え、北の方では朝霜が降り、山々は紅葉に染まります。

基本的な食習慣のポイントは「どう食べるか」
離乳食期はそれぞれステップがあり、関連本も数が多く、ある程度その手順に従って進めることができますが、幼児期となると圧倒的に書籍数も減り、
学ぶ機会も減ってしまうのが現状です。それぞれの家庭の食生活の様子が反映されるこの時期に、共通して取り組んでほしいのは「食習慣の形成」です。
そこでご家庭で「食の指針＝食習慣」としたい項目をあげてみます。【幼児期に育む食習慣】→①決まった場所で座って食べる ②時間がかかってもよ
くかんで食べる ③みんなで楽しく食べる…「食事をするという場所が食卓である」という意識を子どもが自然にもてるようにしましょう。決まった時
間に食べるという経験は、体のリズムを整えるというメリットにもつながります。「○時くらいになるとお腹がすく⇒食卓に着くとお腹が満たされる」
といった流れは適切な食事量（食べたい量）を生み出すことにもつながります。

～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。
10月は1日食物繊維の日、2日豆腐の日、10日肉だんごの日、12日豆乳の日、15日きのこの日、25日世界パスタデーです。
20日が十三夜なので、保育園では19日のおやつに十三夜だんごを食べます。

★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。

17日お誕生日会の給食レシピ
「きのこ入りチリコンカン」
にんにく、豚ひき肉、ベーコン、玉ねぎ、人参を炒
めて、えのき、エリンギ、しいたけ、なす、水煮大豆、
水を加えて煮立たせます。トマトピューレ、ダイス
カットトマト缶詰を加え、トマトケチャップ、ウス
ターソース、塩、マーガリンを加えて仕上げに水溶き
片栗粉でとろみをつけます。
「白菜と大根のごまよごし」
白菜、キャベツ、大根、人参、もやしを食べやすい
大きさに切り、コーンも一緒に加熱して冷まします。
醤油、砂糖、黒すりごま、白すりごまを和えてできあ
がり★
「チンゲン菜とかぶのスープ」
チンゲン菜、かぶ、長ネギ、しめじ、油揚げを食べ
やすい大きさに切り、水を加えて煮立たせ、チキンブ
イヨン、塩、ごま油で味付けします。仕上げに水溶き
片栗粉を加えて完成です。

★22日は秋野菜カレーです★
○材料（子ども10名分）○
にんにく（みじん切り）10g、豚ひき肉150g、玉
ねぎ（薄切り）200g、人参（いちょう切り）100g、
大根（いちょう切り）100g、さつまいも（角切り）
150g、なす（いちょう切り）100g、しめじ（短く）
50g、エリンギ（千切り）50g、水300ｇ～400g、
子ども用カレールウ60g
○作り方○
にんにく、豚ひき肉を油でいためて、きのこ以外の
野菜を加えて炒めます。火が通ったらきのこ、水を加
えて煮立ったらカレールウを加えます。

23日は白組さん考案メニューです
10月においしくて栄養がある材料を使って、黄色・
赤・緑の3色のバランスを考えて献立を作ってくれまし
た。みそ汁には旬のきのこが5種類入ります★
●ご飯（胚芽米）
●カレイのスパイシー焼き（カレイ・にんにく・塩・
カレー粉・オリーブオイル・パン粉）
●春雨サラダ（春雨・もやし・きゅうり・人参・ハ
ム・コーン・醤油・りんご酢・砂糖・ごま油）
●5種のきのことわかめのみそ汁（えのき・しめじ・ま
いたけ・エリンギ・なめこ・わかめ・煮干し・みそ）
●くだもの（柿）

★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。
9月は「梨」、「巨峰またはピオーネ（長野県産）」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。
～今月のメニュー紹介～
○鶏肉と野菜のピラフ：米を炊く際にオリーブ油とケ
チャップを加えて炊きます。にんにく、鶏ささみ、人
参、玉ねぎ、ピーマン、しめじを炒めて塩、ケチャッ
プを加えて、味付けして炊いたご飯に混ぜます。
○白身魚の塩麹焼き：白身魚と塩麹を混ぜ合わせ、玉
ねぎの薄切りと一緒に180℃のオーブンで15分程度
焼きます。
○キャベツとブロッコリーのサラダ：キャベツ、ブ
ロッコリー、人参、大根を食べやすい大きさに切り、
コーンも一緒に加熱して冷まします。なたね油、りん
ご酢、塩のドレッシングで和えます。
○わかめとカリフラワーのスープ：鰹節でだしをとり、
カリフラワー、わかめ、ビーフン、油揚げを加えて煮
込み、塩で味付けします。

大人気♪『手作りパン』朝から粉を混ぜて、生地をこねて、膨らめて。給食の時間に合わせて焼き上げている、みんな大好き手作りパン♪
○基本の材料（50g10個分）○ 強力粉250g、ドライイースト6g、塩4、砂糖（三温糖）34g、無塩バター63g、35度～40度前後のぬるま湯148g＊
保育園では生地を餅つき機でこねています。一次発酵、二次発酵ともにスチームオーブンの中で40度約25～30分です。
○作り方（ご家庭で作りやすい方法）○ ①ボールに強力粉～砂糖までを入れて混ぜておきます。無塩バターはとかしておきます。②ビニール手袋を手に
はめて、粉類、とかしバター、ぬるま湯を混ぜてまとまるまでボールの中で混ぜます。③空気を入れるように生地を折りたたみます。5分～10分、または
100回以上。やりにくければ、②のあとにまな板や台の上に移して行い、ボールに戻します。生地が手袋につかなくなるようになったらOKです。思いき
りこねたり、たたきつけたりしなくても大丈夫★手袋をして作ることもポイントです。素手だと室温や湿度によっては手についてしまい、生地をまとめる
のに時間がかかります。④③の生地をボールに入れたまま上からラップをかけます。室温25度で50分置きます。指を指して穴が戻らなければOKです。⑤
④をまな板に移して8～10等分に分けて、切れ目を内側にして丸めます。ぬれ布巾をかけて10分休ませます。⑥⑤の生地のガスを軽く抜いて丸めて焼き型
やオーブンの天板に移し、ぬれ布巾をかけて室温25℃で40分おきます。⑦190℃に温めたオーブンで12～15分焼きます。焼き色を確認してきつね色に
なっていればOKです。
★★裏ワザ★★ ●無塩バターがなくてマーガリンで行う場合…量はそのまま、塩を2g～3gで。●とかしバターがめんどうな場合…少なめの熱湯をかけて、
残りの分量はぬるま湯にして、水の合計の分量になるように調節します。（イーストの発酵は35度前後がよいため）
～1日手作りメロンパンのレシピ～
パンの分量は、上記のパンと同量です。二次発酵の前にクッキー生地をのせて丸め
ます。その後発酵させ、オーブンで焼きます。
○クッキー生地の分量（10個分）○砂糖（三温糖）40g・とき卵25g・室温に戻し
た無塩バター16g・小麦粉80g ○作り方○砂糖、とき卵、無塩バターを混ぜて、小
麦粉をふるいながら加えてひとまとめにします。薄めにのばして10等分にして、パン
生地にのせてからパン生地と一緒に丸め、二次発酵をしてオーブンで焼きます。おや
つの時間の前には、パンが焼けるいい匂いが、保育園中に広がります。みんな大好き
メロンパン。焼き立てを召し上がれ～☆

★おすすめ食育絵本

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。

☆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

