４

月

献

立

表

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

２０１９年度

エネルギー
（kcal）
たんぱく質
（g）
脂質（g）
塩分（g）
以上児（未満児）

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

下に線がついている材料はサラダ/煮物の材料です

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

524(465)
26.7(22.9) もちごめ なたねあぶら
9.2(7.7) ま かたくりこ
1.6(1.3)

ロールパン・ポテトと玉ねぎのグラタン
火 春雨入り中華ドレッシングサラダ
牛乳・いちご

えのきと麩のすまし汁
手作りふりかけのご飯

533(442)
18.8(15.8)
17.9(15.1)
2.2(1.8)

ロールパン じゃがいも はるさめ
マッシュポテト いりごま なたね
あぶら さとう コーンフレーク ご
まあぶら ○はいがまい ○ふ

ぎゅうにゅう ぶたひきにく ピ
いちご たまねぎ にんじん もやし
ザチーズ ハム ○しらす ○け
きゅうり コーン しめじ きくらげ
ずりぶし ○ほしえび ○きざみ
たまねぎ ○えのき
こんぶ ○あおのり

3

筍ご飯・未：白身魚／以：さわらの唐揚げ
水 大根とチーズのマヨネーズサラダ
カリフラワーとアスパラのスープ・バナナ

未：牛乳／以：スキムミ
ルク
みかん風味ケーキ

567(421)
26.6(16.2)
20.6(16.4)
1.9(1.4)

はいがまい かたくりこ マヨ
ネーズ なたねあぶら さとう
ごまあぶら ○こむぎこ ○さと
う ○マーガリン

さわら ツナ ダイスチーズ あ
ぶらあげ けずりぶし メルルー
サ ○スキムミルク ○たまご
○ぎゅうにゅう

バナナ にんじん だいこん きゅうり
しょうゆ
いも類
コーン たけのこ ブロッコリー カリフ
しお ﾁｷﾝﾌﾞ
ラワー もやし アスパラ いんげん
のこ類
ｲﾖﾝ
しょうが ○オレンジジュース

4

中華丼・生揚げの砂糖醤油煮
木 ボイルブロッコリー・切り干し大根と豆苗のみ
そ汁・季節の果物

飲むヨーグルト
じゃがいものもちもち焼
き

486(442)
18.8(16.6)
11.0(9.7)
1.9(1.6)

はいがまい かたくりこ さとう
ごまあぶら なたねあぶら ○
じゃがいも ○こむぎこ ○なた
ねあぶら ○いりごま

あぶらあげ ぶたももにく ちくわ
みそ にぼし けずりぶし わかめ
○のむヨーグルト ○たまご ○と
うにゅう ○こなチーズ

くだもの はくさい ブロッコリー もや
しょうゆ
し たまねぎ にんじん たけのこ えの
しお ○ケ
き とうみょう きりぼしだいこん ほし
チャップ
しいたけ きくらげ

5

スパゲティーミートソース
金 ちくわと春キャベツのさっぱりサラダ
えのきと大根のスープ・バナナ

牛乳
黒ごまだれもちだんご

481(418)
16.3(14.0)
13.4(11.5)
1.8(1.5)

スパゲティー じゃがいも なた
ぶたひきにく
ねあぶら マーガリン かたくり
うふ もずく
こ ○もちごめ ○さとう ○く
○みそ
ろすりごま ○かたくりこ

6

しらすと玉ねぎのピラフ
土 ブロッコリーと人参のツナマヨネーズ和え
チーズ・牛乳・果物

野菜ジュース
菓子（パルシステム）

463(422)
17.0(14.9) はいがまい
16.7(15.5) あぶら
1.5(1.3)

8

きび入り胚芽ご飯・トマトたっぷりドライカ
月 レー・豆腐と切干大根の中華ドレッシングサラ
ダ・うずらの卵・未：バナナ／以：はっさく

麦茶ミルク
甘夏ケーキ

523(448)
20.6(18.0)
15,9(13,4)
1,6(1,4)

はいがまい きび すりごま ご
うずら もめんどうふ ぶたひき
まあぶら なたねあぶら かたく
にく こおりどうふ ハム ○ス
りこ ○こむぎこ ○さとう ○
キムミルク ○たまご
マーガリン

はっさく たまねぎ ダイスカットトマトか
んづめ にんじん きゅうり だいこん ピー
マン ほしぶどう トマトピューレ きりぼし
だいこん にんにく バナナ ○あまなつ

ｳｽﾀｰｿｰｽ り
んごす しょ 海藻類
うゆ しお ｶ も類
ﾚｰこ

9

小松菜ご飯・豚肉とピーマンのスタミナ炒め
火 納豆と野菜の醤油マヨネーズ和え・あさつきと
麩のすまし汁・未：バナナ／以：甘夏

牛乳
未：クッキー／以：さく
らクッキー

547(470)
20.6(17.3)
19,5(16.4)
1.5(1.2)

はいがまい じゃがいも マヨ
ネーズ いりごま ふ さとう
なたねあぶら かたくりこ ○こ
むぎこ ○さとう ○マーガリン

あまなつ
にんじん
ピーマン
バナナ

しょうゆ
しお

魚介類

10

かぼちゃほうとう・ボイルウインナー
水 大根とじゃがいもの梅ドレッシングサラダ
バナナ

キャラメルミルク
黒ごまだんご

479(411)
ほうとう さといも じゃがいも ウインナー ぶたももにく みそ バナナ かぼちゃ にんじん
19.0(15.9)
なたねあぶら さとう ○もちご あぶらあげ にぼし かつおぶし だいこん えのき はくさい
12.3(9.9)
め ○さとう ○くろすりごま
○スキムミルク
ン しめじ ねりうめ
2.6(2.1)

キャベツ
ねぎ コー りんごす

海藻類

11

胚芽ご飯・白身魚の味噌ヨーグルト焼き
木 スナップえんどう入り筑前煮
わかめと玉ねぎのすまし汁・季節の果物

ミルクティー
豆腐ときなこケーキ

494(428)
26.5(22.6)
11.2(9.1)
1.7(1.4)

はいがまい さといも ﾏﾖﾈｰｽﾞ
さとう いとこんにゃく なたね
あぶら ふ かたくりこ ○こむ
ぎこ ○さとう ○ﾏｰｶﾞﾘﾝ

ﾒﾙﾙｰｻ もめんどうふ とりももにく
くだもの
ﾖｰｸﾞﾙﾄ みそ けずりぶし わかめ
たけのこ
○ｽｷﾑﾐﾙｸ ○きぬごしどうふ ○た
さつき
まご ○きなこ ○とうにゅう

12

手作りパン・豚肉ときのこのトマト煮込み
金 チーズとじゃがいものマヨネーズサラダ
牛乳・バナナ

小松菜と油揚げのみそ汁
青菜わかめご飯

556(462)
20.3(16.6)
20.8(17.4)
2.2(1.7)

じゃがいも きょうりきこ さと
う マヨネーズ さとう かたく
りこ なたねあぶら ○はいがま
い ○いりごま

ぎゅうにゅう ぶたももにく ツナ
ダイスチーズ むえんばたー ○や
きのり ○きぬごしどうふ ○みそ
○あぶらあげ ○にぼし

13

ケチャップピラフカレー風味
土 おさかなソーセージ・じゃがいもチーズ焼き
牛乳・果物

野菜ジュース
菓子（パルシステム）

491(439)
16.4(14.8) じゃがいも はいがまい
15.9(14.0) リン オリーブオイル
1.5(1.3)

15

肉野菜うどん・ちくわの磯辺揚げ
月 春キャベツとカリフラワーのマヨネーズ和え
未：バナナ／以：はっさく

牛乳
レモンケーキ

499(393)
うどん じゃがいも こむぎこ
ちくわ ぶたももにく にぼし
16.5(12.3)
マヨネーズ なたねあぶら ○こ わかめ あおのり ○ぎゅうにゅ
17.3(13.2)
むぎこ ○マーガリン ○さとう う ○たまご
2.0(1.4)

はっさく キャベツ たまねぎ にんじん
みりん
コーン カリフラワー いんげん ほうれ
しょうゆ
んそう ブロッコリー えのき きゅうり
しお
バナナ ○レモン

まめ類

16

五穀ご飯・チキンと野菜のクリームシチュー
火 ほうれん草とコーンのマヨネーズサラダ
うずらの卵・未：バナナ／以：甘夏

麦茶ミルク
レーズンスコーンいちご
ジャムつき

551(478)
はいがまい じゃがいも マヨ
うずらのたまご ぎゅうにゅう
19.0(16.8)
ネーズ いりごま なたねあぶら とりももにく ハム ○スキムミ
17.0(14.2)
○こむぎこ ○マーガリン
ルク ○ぎゅうにゅう
1.4(1.2)

あまなつ にんじん たまねぎ キャベツ
ほうれんそう もやし コーン しめじ
○しお
ブロッコリー カリフラワー バナナ ○
いちごジャム ○ほしぶどう

海藻類
豆製品

17

水

キャラメルミルク
マーマレードジャム蒸し
パン

659(501)
26.4(22.2)
23.5(14.5)
1.9(1.4)

18

ロールパン・タラのオーロラソース焼き
木 ハムとほうれん草のマヨネーズサラダ・カリフ
ラワーと水菜のほたてスープ・季節の果物

飲むヨーグルト
みたらしもちだんご

481(419)
ロールパン マヨネーズ かたく
22.1(18.6)
たら ほたてがいみずに ハム
りこ さとう ○もちごめ ○さ
11.5(9.3)
とうにゅう ○のむヨーグルト
とう ○かたくりこ
2.0(1.6)

くだもの キャベツ にんじん もやし
ケチャップ
たまねぎ コーン かぶ アスパラ えの しお ○
き カリフラワー みずな
しょうゆ

19

★なかよし給食★胚芽ご飯・豚肉と野菜のカ
金 レー炒め・大根ときゅうりの甘酢和え
カリフラワーとビーフンのスープ・バナナ

麦茶
パンプキンケーキ・いち
ご

462(389)
12.6(10.4)
14.6(11.6)
1.1(0.9)

バナナ
えのき
しめじ
ラワー

20

和風スパゲティー
土 小松菜とツナのマヨネーズサラダ
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）

441(390)
スパゲティー マヨネーズ マー
くだもの こまつな たまねぎ にんじん
16.6(14.7)
ぎゅうにゅう おさかなソーセー
しょうゆ
ガリン オリーブオイル いりご
もやし えのき コーン ピーマン にん
13.8(12.0)
ジ ぶたひきにく ツナ
しお
ま
にく ○やさいジュース
1.3(1.1)

22

ロールパン・ポテトコロッケ
月 コーンとキャベツの甘酢和え
牛乳・未：バナナ／以：はっさく

長ねぎとごぼうのみそ汁
人参ご飯

541(482)
ロールパン じゃがいも ぱんこ ぎゅうにゅう ぶたひきにく わ はっさく キャベツ もやし たまねぎ
17.4(15.1)
こむぎこ マッシュポテト なた かめ ひじき ○みそ ○あぶら コーン にんじん きゅうり バナナ ○
17.4(15.6)
ねあぶら さとう ○はいがまい あげ ○にぼし
ねぎ ○にんじん ○だいこん ○ごぼう
2.1(1.7)

23

胚芽ご飯・鶏もも肉のチーズ焼き
火 厚揚げとじゃがいもの煮物・切干大根とえのき
のみそ汁・未：バナナ／以：甘夏

牛乳
金時豆のケーキ

525(451)
22.2(21.4)
19.5(13.4)
1.5(1.2)

はいがまい じゃがいも ぱんこ
とりももにく あつあげ みそ
さとう オリーブオイル なたね
にぼし わかめ ○ぎゅうにゅう
あぶら かたくりこ ○こむぎこ
○たまご
○さとう ○マーガリン

あまなつ ごぼう たけのこ にんじん
しょうゆ
えのき とうみょう ねぎ いんげん き
みりん し
りぼしだいこん パセリ にんにく バナ
お
ナ

麦茶ミルク
ブルーベリージャムのせ
ケーキ

566(493)
20.0(17.8)
19.2(16.1)
1.9(1.5)

はいがまい じゃがいも さとう
うずらのたまご ツナ ぶたもも
オリーブオイル かたくりこ な
にく こなチーズ ○スキムミル
たねあぶら ごまあぶら ○こむ
ク ○たまご
ぎこ ○さとう ○マーガリン

りんごｼﾞｭｰｽ にんじん いちご たまねぎ ｷｬ
カレールウ
きのこ類
ﾍﾞﾂ ｺｰﾝ ほうれんそう ｱｽﾊﾟﾗ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ もや
しお ﾁｷﾝﾌﾞ
し たけのこ ｶﾘﾌﾗﾜｰ ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ きゅうり ﾚ
魚介類
ｲﾖﾝ
ﾀｽ ﾚﾓﾝじる ○ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ

はいがまい じゃがいも ﾏﾖﾈｰｽﾞ
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 ○ｸﾞ
ﾗﾆｭｰとう

月

2

★入園式・進級式★
お赤飯・カレイの醤油焼き・春キャベツとほうれん草のさっぱり
サラダ・かぶと豆腐のみそ汁・未：バナナ／以：はっさく

★入園進級おめでとうピクニック★青菜としらすのおにぎり・若
鶏の竜田揚げ・ポテトサラダ・野菜ジュース・バナナ
以：おさかなソーセージ

★お誕生日会★パセリ入りご飯・旬野菜のポークカレー・アスパ
ラと春キャベツのチーズサラダ・うずらの卵・筍と水菜のスー
プ・フルーツゼリー

マヨネーズ

くろご

なたね ぎゅうにゅう
ナ しらす

マーガ

りんごす
○ しょうゆ
○しお

25

ふきご飯・未：たら／以：鮭のコーンマヨネー
木 ズ焼き・ニラと炒り卵のさっぱりサラダ
ほうれん草と水菜のすまし汁・季節の果物

未：牛乳／以：スキムミ
ルク・ふうせんドーナツ
きなこつき

590(496)
30.7(21.3)
18.5(18.2)
2.0(1.6)

26

野菜たっぷりソース焼きそば
金 こいのぼりハンバーグ・大根と大豆のチーズサ
ラダ・ほたてともずくのスープ・バナナ

麦茶・未：あずきもちだ
んご／以：かしわもち
（クッキング）

536(423)
ちゅうかめん マヨネーズ かた
21.4(17.6)
くりこ なたねあぶら ぱんこ
15.3(11.6)
○もちごめ
2.0(1.4)

27

土

野菜ジュース
菓子（パルシステム）

470(434)
はいがまい
21.4(17.6)
ま さとう
15.3(11.6)
あぶら
2.0(1.4)

ダイスチーズ

ツ

ぶたももにく ひきわりなっとう
ハム こおりどうふ かつおぶし
きざみこんぶ ○ぎゅうにゅう
○たまご

たまねぎ もやし キャベツ
こまつな えのき あさつき
きりぼしだいこん にんにく

ぶたひきにく もめんどうふ ほた
てがいみずに ツナ ゆでだいず ダ
イスチーズ こおりどうふ もずく
やきのり あおのり ○こしあん

○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材を表示します。
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。
おうちでも、お子さんと一緒に食品のグループ分けをしてみてください。
☆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
●食材の欄「食べ物の種類と体の中での働き」の色別の食材グループや調味料の中に、「下に線
がついている材料はサラダ／煮物の材料です。」と示しました。また副菜の献立名も、何が入っ
ているかわかりやすい名称に変更していきます。ぜひ参考にしてください
●「ご家庭でのポイント」として、その日の園の食事だけでは足りない食品群を紹介し、ご家庭
での食事のヒントとしてお知らせしています。朝食・夕食の参考にしていただくことで、一日に
必要な栄養素をバランスよく摂ることができます。

た

い

魚介類

きのこ類
海藻類

バナナ たまねぎ にんじん
もやし きゃべつ アスパラ
ロッコリー みずな しめじ
きりぼしだいこん

赤、黄、白組さんはバスに乗ってピクニック！
おうちから持って来てもらったお弁当箱に青菜じゃこ
おにぎり・若鶏の竜田揚げ・ポテトサラダをつめます。
当日お天気に恵まれますように☆
○若鶏の竜田揚げ：鶏肉に醤油とみりんを合わせて下味
をつけておき、片栗粉をまぶして油で揚げます♪
○ポテトサラダ：じゃがいも、人参、ブロッコリー、
コーン、ツナ缶をマヨネーズと塩で和えます。

「旬野菜のポークカレー」（子ども10名分）にんに
く5gと豚肉100gを炒めて、じゃがいも（四角）
150g、玉ねぎ（薄切り）120g、人参（いちょう）
80g、ブロッコリー（細かく）50g、ごぼう（ささ
がき）30g、グリンピース35g、水400ml程度で煮
込みます。仕上げにカレールウを加えて完成です。
★園のカレールウは、パルシステムで購入していま
す。フレークタイプで、子ども用の甘口です。
「アスパラと春キャベツのチーズサラダ」（子ども
10名分）キャベツ（千切り）100g、アスパラ（な
なめ薄切り）60g、人参（四角）60g、カリフラ
ワー（細かく）30g、きゅうり（半月切り）30g、
レタス（千切り）20gを加熱して冷まし、ツナ缶
130g、コーン100gと、レモン汁大さじ1、オリー
ブオイル大さじ1、粉チーズ小さじ2、塩小さじ5分
の1のドレッシングで和えます。
「筍と水菜のスープ」ほうれん草70g、人参50g、
もやし35g、筍35g、かぶ30g、水菜25g、わけぎ
15g、さやえんどう10gを食べやすい大きさに切り、
チキンブイヨンを加えて煮て、塩で味付けします。ご
ま油を加え、水溶き片栗粉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を作る時に、その日に出
た野菜の皮や葉っぱ、芯を「だし」として使っていま
す。野菜の旨味が溶けだし、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。
また、刻み昆布を戻して刻んだり、削り節などでだ
しを取りながら、だしを取り終わっても素材をそのま
ま食べられるように工夫しています。

大

★なかよし給食について★
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石和東こども園では、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～
○豚肉と野菜のカレー炒め：豚肉、じゃがいも、玉ね
ぎ、人参、ピーマン、しめじを炒め、水で戻してし
ぼった凍り豆腐、塩、料理酒、カレー粉を加え、仕上
げに水溶き片栗粉で水分を閉じ込めます。
○大根ときゅうりの甘酢和え：大根、きゅうり、人参、
えのき、コーン、ブロッコリー、しらす干しを加熱し
て冷まし、りんご酢、砂糖、なたね油、塩のドレッシ
ングで和えます。
○カリフラワーとビーフンのスープ：刻み昆布を戻し
て、短く切り、戻し汁はだしとして使います。カリフ
ラワー、ほうれん草、ビーフン、わかめ、削り節、刻
み昆布、昆布の戻し汁、水を加えて煮て、塩で味付け
し、水溶き片栗粉でとろみをつけます。
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ご入園・進級おめでとうございます。
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～お赤飯レシピ～
日本のお祝いごとに欠かせな
いお赤飯。園では1日の給食に
食べます。
もち米を洗ってクチナシ色素
（赤）を水に溶かして炊飯しま
す。炊き上がったら甘納豆（小
豆）を入れて混ぜ、仕上げに黒
ごまをかけます。
作りやすい分量：もち米400g・水480g・甘納豆
140g・クチナシ色素少々・黒ごま少々

17日はピクニックです★
き
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き にんじん ねぎ
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今月のレシピ紹介

24日お誕生日会のレシピ

くだもの キャベツ にんじん ブロッコ
リー もやし たまねぎ コーン ピーマ しお
ン ○やさいジュース

ぎゅうにゅう おさかなソーセー くだもの たまねぎ ブロッコリー にん ｹﾁｬｯﾌﾟｳｽﾀｰ
ジ ぶたひきにく ダイスチーズ じん ピーマン にんにく ○やさい
ｿｰｽ ｶﾚｰこ
ベーコン
ジュース
しお

あたたかい春がやってきました。4月になり、お友だちのみなさんは、ひとつずつお兄さん、お姉さんになりましたね。
給食室では、「おいしくて、みんなが残さず食べてくれる給食づくり」、「みんなが給食を楽しみに登園してくれること」が目標です。
乳幼児は体のあらゆる機能が発達段階にあり、安全な食事から栄養素を摂取することが第一です。給食では、ご家庭ではなかなか摂取しづらい、乾物や
豆類をなるべく使用していきます。
お友だちや先生と食事をすることで、食べ物に関心をもち、食べる楽しさを知ったり、姿勢・食器や箸の持ち方を含め、食事のマナーも身につけてほし
いと思います。
早寝早起きを基本とし、朝ごはんを食べて登園するなど、おなかがすくリズムをもち、生活リズムをととのえることも大切ですね。
毎日一生懸命遊んで、たくさん食べて、よく寝て、大きく成長してください★みなさん一人ひとりの成長を楽しみにしています。
一年間よろしくお願いします。
栄養士 河本 圭子・飯田 旭平・山下 博子
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肉味噌丼・かぼちゃとブロッコリーのマヨネー
ズサラダ・チーズ・牛乳・果物

りんごす
しょうゆ
みりん し
お

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

麦茶ミルク
カステラ（パルシステ
ム）・いちご

1
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石和東こども園

きのこ類
いも類

★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旬の果物を選んでい
ます。提供した果物は、サンプル掲示やホームページの
ブログで紹介します。納品の都合で欠品の場合には、普
段の八百屋さんから購入することもあります。ご承知く
ださい。

♪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。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。国産原料にこだって、時間をかけて
じっくり熟成されている調味料を購入しています。

「食育」＝食事の自己管理能力を養う教育
子ども達が自分自身で健康を守り、健全で豊かな食生活を送るための能力、「食事の自己管理能力」を育てるのが「食育」です。
石和東こども園では、年齢に合わせた食育プログラムをたて、月々実施していきます。絵本あそびや、月刊誌と連動したクッキングなど楽しい活動が
いっぱい！保育士と連携しながら行なっていきます。
毎月の献立表の中で、クラスの食育活動や季節のお話の紹介をしていきます。お楽しみに☆
朝のお集まりでは、その日に使う野菜や果物などを見せながら、栄養士がお話をしています。季節ごとの旬の食べ物を伝えながら、食べ物と日本の四季
のつながり、行事食のお話をしたり、地図から産地をを見たり、実物の食材を見ることを通して、食べることに興味を持ってほしいと思います。
白組さんでは給食づくりのお手伝いとして、毎日、人参と玉ねぎの皮むきをしてくれます。黄組さんも一緒に行い、少しずつ自分たちでできるように練
習していきます。おうちでもぜひ、お子さんと一緒にやってみてください♪キャベツちぎりやもやし折りなど、ピンク組や桃組の頃からできるお手伝いや、
ミニトマトのヘタとり、さやえんどう・スナップエンドウなどのすじとり、もろこしの皮むきなどのお手伝いを通して食材に触れる楽しさを知ってほしい
と思います。
将来自分で調理する動機づけとして、「おいしい」とわかる感性を育てることが大切です。おいしさを感じるためには、五感を意識し働きかけることが
必要です。食べる時はもちろんのこと、子どもたちができる簡単なお手伝い活動やクッキングの中でも五感を使い、食の体験を通して五感の育成を目指し
ていきます。
五感の育成で、最も身近な活動として、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てくれると、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
らいつも楽しみにしています。時期をみてスタートしていく予定です。
～4月のおもな食育活動の紹介～ 〇白組 パン作り・かしわもち作り ○赤・黄組 かしわもち作り

～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ます。
今月は1日入園式・進級式でお赤飯、3日いんげんの日、9日よいピーマンの日、10日ほうとうの日、12日パン記念日です。お楽しみに★

季節について…二十四節気
★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。
旬の食材を使った給食を、保護者の皆さんに試食していただいています。栄養士が旬の食材についてお話しする時間をいただき、野菜や果物の紹介を
しています。その日に使うメニューに合わせて、調理前の野菜の量を、実際に使う食器に入れて提示しています。生の状態で見ると量が多く感じますが、
調理すると野菜のかさが減り、小さな子どもたちでも食べきることができています。

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、季節をあらわ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。今月を表す二十四節気は次の通りです。
4月20日頃：穀雨（こくう） 春の柔らかな雨に農作物がうるおうという意味です。この時期に農作物の種をまくと、雨に恵まれ、よく成長するとい
われています。
4月5日頃：清明（せいめい） 清明は「清浄明潔」の略で、万物がけがれなく清らかで生き生きしているという意味です。花が咲き、鳥は歌い、空は
青く澄み、爽やかな風が吹き、すべてのものが春の息吹を謳歌する頃。各地でお花見シーズンを迎えます。

★おすすめ食育絵本

※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。

栄養士：河本

圭子・飯田

旭平・山下

博子 kyuushoku@isawaeast.com

