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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

石和東こども園

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

メキシカンピラフ
土 キャベツとツナのマヨネーズ和え
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）

462(415)
14.8(13.5) はいがまい
15.4(13.6) ブオイル
1.2(1.1)

3

五穀ご飯・未：タラ／以：あじの香草パン粉焼
月 き・ひじきと大豆の甘辛煮
油揚げとキャベツのみそ汁・バナナ

未：牛乳／以：スキムミ
ルク
豆腐ときなこのケーキ

508(401)
27.6(19.2)
12.0(11.6)
1.7(1.2)

4

火

5

ラーほー・未：鶏肉の揚げ焼き/以：揚げ鶏
水 いんげん豆の甘煮・かぼちゃとレーズンのマヨ
ネーズサラダ・バナナ

麦茶ミルク
黒ごまだれもちだんご

549(431)
22.0(19.8)
14.5(8.0)
1.7(1.4)

ラーほーめん かたくりこ マヨ
ネーズ なたねあぶら ○もちご とりももにく くろいんげんまめ
め ○さとう ○くろごま ○か わかめ ○スキムミルク ○みそ
たくりこ

バナナ かぼちゃ もやし ほうれんそう
にんじん キャベツ コーン ブロッコ
しょうゆ
リー ねぎ カリフラワー ほしぶどう
しお
しょうが

6

★虫歯予防メニュー★カルシウムたっぷりご
木 飯・タラの揚げ焼き・キャベツのシーザーサラ
ダ・コーンスープ・季節の果物

飲むヨーグルト
金時豆のケーキ

585(515)
24.5(20.8)
16.4(14.9)
1.9(1.5)

はいがまい なたねあぶら こむ
ぎこ ぱんこ オリーブオイル
いりごま かたくりこ さとう
○こむぎこ ○マーガリン

くだもの クリームコーン キャベツ た
りんごす
いも類
まねぎ コーン カリフラワー こまつな
しお ﾁｷﾝﾌﾞ
にんじん きゅうり ブロッコリー パセ
のこ類
ｲﾖﾝ
リ

7

ロールパン・手ごねハンバーグ照り焼きソー
金 ス・野菜とひじきの甘酢和え
牛乳・バナナ

玉ねぎとえのきのすまし
汁
梅としらすのおにぎり

520(428)
ロールパン ぱんこ さとう な
20.3(16.9)
たねあぶら かたくりこ ○はい
17.0(14.3)
がまい ○いりごま
2.2(1.8)

8

豚肉と野菜の和風スパゲティー
土 大根とハムのマヨネーズサラダ
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）

469(417)
ぎゅうにゅう おさかなソーセー くだもの だいこん にんじん
17.5(15.6) スパゲティー マヨネーズ いり
ジ ハム ぶたひきにく あおの えのき ブロッコリー コーン
16.2(14.3) ごま マーガリン なたねあぶら
り
にんにく ○やさいジュース
1.6(1.4)

★時の記念日メニュー★時計ランチ
月 春雨とハムのマヨネーズサラダ・昆布豆
小松菜とあさつきのすまし汁・バナナ

牛乳
メープルケーキ

592(485)
17.7(14.8)
22.3(18.6)
1.5(1.2)

11

麦ご飯・新ごぼうのクリームシチュー
火 キャベツとほうれん草のさっぱりサラダ
うずらの卵・未：バナナ／以：甘夏

キャラメルミルク
ブルーベリージャム蒸し
パン

538(462)
はいがまい じゃがいも おしむ うずらのたまご ぎゅうにゅう
19.2(16.9)
ぎ なたねあぶら ○こむぎこ
ぶたひきにく ツナ ○スキムミ
15.3(12.9)
○さとう ○マーガリン
ルク ○たまご ○ぎゅうにゅう
1.2(1.1)

12

手作りパン・マグロのケチャップソース和え
水 アスパラ入りジャーマンポテト
牛乳・バナナ

豆腐と油揚げのみそ汁
わかめご飯

568(465)
24.0(19.5)
19.9(16.7)
1.9(1.5)

じゃがいも きょうりきこ かた
ぎゅうにゅう マグロ むえんバ バナナ アスパラ コーン ブロッコリー ケチャップ
くりこ なたねあぶら さとう
ター ベーコン ○スキムミルク にんじん たまねぎ パセリ にんにく
しお ﾄﾞﾗｲ
マーガリン ○はいがまい ○い
○きなこ ○のり
○こまつな
ｲｰｽﾄ
りごま

たまご類
きのこ類

13

中華あんかけ焼きそば
木 大根とチーズのツナマヨネーズサラダ・小松菜
とベーコンのスープ・季節の果物

ミルクティー
ずんだもちだんご

548(434)
21.4(18.2)
13.7(10.2)
1.8(1.4)

ゆでちゅうかめん マヨネーズ
ツナ ぶたももにく ベーコン
かたくりこ さとう ごまあぶら
ダイスチーズ けずりぶし ○ス
なたねあぶら ○もちごめ ○さ
キムミルク ○きなこ
とう

くだもの ｷｬﾍﾞﾂ だいこん にんじん
しょうゆ
たまねぎ もやし こまつな ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ｶ
しお しお
ﾘﾌﾗﾜｰ えのき たけのこ みずな にん
ﾁｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ
にく きくらげ しょうが ○えだまめ

海藻類
いも類

14

金

キャロットジュース
米粉のかぼちゃケーキ

451(377)
20.0(14.5)
9.5(6.8)
1.4(1.2)

はいがまい こめこ じゃがいも
さけ とうにゅう かつおぶし
なたねあぶら さとう ごまあぶ
メルルーサ わかめ きざみこん
ら ○こめこ ○さとう なたね
ぶ ○とうにゅう
あぶら

バナナ もやし ブロッコリー にんじん
えのき たまねぎ だいこん キャベツ
ほうれんそう コーン きりぼしだいこん
○キャロットジュース ○かぼちゃ

しょうゆ
りんごす
しお ○し
お

肉類

15

ツナの野菜のピラフ
土 もやしとキャベツのマヨネーズサラダ
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）

462(414)
14.7(13.5) はいがまい じゃがいも
16.5(14.8) ネーズ オリーブオイル
1.6(1.4)

くだもの もやし
コーン キャベツ
○やさいジュース

ケチャップ
しお ﾄﾞﾗｲ
ｲｰｽﾄ

小魚
きのこ類

17

胚芽ご飯・ひよこ豆入りドライカレー
月 大根としらすの甘酢和え
うずらの卵・バナナ

未：牛乳／以：スキムミ
ルク
さつまいも蒸しパン

554(501)
22.2(16.9)
17.5(19.8)
1.4(1.0)

18

ロールパン・かぼちゃグラタン
火 キャベツと小松菜のツナマヨネーズサラダ
ほたてと野菜のスープ・未：バナナ／以：甘夏

麦茶ミルク
あずきもちだんご

550(479)
ロールパン じゃがいも マヨ
ぶたひきにく ほたてがいみずに
24.7(21.1)
ネーズ コーンフレーク かたく ツナ ピザチーズ ○あずき ○
15.6(12.6)
りこ ごまあぶら ○もちごめ
スキムミルク
2.2(1.8)

あまなつ たまねぎ かぼちゃ にんじん
キャベツ だいこん もやし こまつな
しお
コーン ほうれんそう ブロッコリー カ
リフラワー バナナ

19

★お誕生日会★スパゲティーミートソース・枝
水 豆とブロッコリーのツナサラダ・オクラとさや
えんどうのスープ・フルーツゼリー

飲むヨーグルト
みかん風味ケーキ

557(465)
19.2(15.9)
16.7(13.5)
1.7(1.4)

スパゲティー じゃがいも さと
ぶたひきにく ツナ ベーコン
う マーガリン かたくりこ な
ほたてがいみずに こおりどうふ
たねあぶら ごまあぶら ○こむ
○のむヨーグルト ○たまご
ぎこ ○さとう ○マーガリン

りんごｼﾞｭｰｽ たまねぎ にんじん えの
き ｷｬﾍﾞﾂ だいこん ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ もやし
ﾒﾛﾝ えだまめ ｽｲｶ さやえんどう あか
ﾋﾟｰﾏﾝ きゅうり ﾀﾞｲｽｶｯﾄﾄﾏﾄかんづめ

20

胚芽ご飯・麻婆豆腐
木 さつまいもとチーズのマヨネーズサラダ・キャ
ベツとえのきのすまし汁・季節の果物

ミルクティー
ほうれん草ケーキ

565(484)
23.9(20.5)
18.0(14.5)
2.0(1.6)

はいがまい さつまいも マヨネー
ズ 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 ○なたねあぶら

もめんどうふ ぶたひきにく ﾀﾞ
ｲｽﾁｰｽﾞ みそ こおりどうふ か
つおぶし わかめ ○ｽｷﾑﾐﾙｸ ○
たまご ○ﾖｰｸﾞﾙﾄ ○とうにゅう

くだもの にんじん ねぎ にら たまね
ぎ だいこん キャベツ ブロッコリー
しお
カリフラワー えのき あさつき ○ほう
れんそう ○レモンじる

21

胚芽ご飯・未：タラ／以：さわらのカレーマヨ
金 ネーズ焼き・鶏肉と野菜の甘辛煮・切り干し大
根と豆苗のみそ汁・バナナ

牛乳
きなこクリームサンド

622(483)
29.7(23.7)
21.1(13.9)
2.1(1.8)

はいがまい マヨネーズ いとこ
んにゃく さとう かたくりこ
なたねあぶら ○しょくぱん ○
さとう

さわら とりにく みそ こおり
どうふ にぼし けずりぶし た
ら わかめ ○ぎゅうにゅう ○
きなこ ○スキムミルク

バナナ
まねぎ
みょう
ん

22

豚肉と野菜のうどん
土 かぼちゃとブロッコリーのごまマヨネーズサラ
ダ・チーズ・牛乳・バナナ

野菜ジュース
パンまたは菓子（パルシ
ステム）

428(386)
16.9(15.3) ゆでうどん
13.3(12.3) ま
2.3(2.0)

24

夏野菜ビビンバ
月 さつまいものレモン煮・うずらの卵
かぶとカリフラワーのスープ・バナナ

牛乳
ふうせんドーナツ

559(497)
17.1(15.4)
19.2(17.9)
1,6(1.4)

25

ロールパン・タンドリーチキン
火 大豆とチーズのマヨネーズサラダ
牛乳・メロン

油揚げとわかめのひやむ
ぎ
バナナ

572(453)
ロールパン じゃがいも マヨ
26.4(24.1)
ネーズ かたくりこ オリーブオ
23.1(15.5)
イル ○ひやむぎ
2.5(2.0)

ぎゅうにゅう とりももにく さ
メロン にんじん たまねぎ だいこん
つまあげ ヨーグルト だいずみ
きゅうり ブロッコリー にんにく ○バ
ずに ダイスチーズ ○あぶらあ
ナナ ○たまねぎ
げ ○にぼし ○わかめ

26

胚芽米・未：カレイ／以：サバの味噌煮
水 厚揚げとじゃがいものそぼろ煮
玉ねぎとほうれん草のすまし汁・バナナ

飲むヨーグルト
ずんだクッキー

660(488)
27.0(22.0)
22.3(11.7)
1.6(1.3)

さば なまあげ ぶたひきにく
バナナ たまねぎ
かつおぶし みそ カレイ きざ
にんじん えのき
みこんぶ わかめ ○のむヨーグ
○えだまめ
ルト ○たまご

27

きび入り胚芽ご飯・チリコンカン
木 もやしと小松菜のごま和え
カリフラワーともずくのスープ・季節の果物

フルーツゼリー
ソフトサラダせんべい
（市販）

28

金

29

しらすと野菜のピラフ
土 ウインナーとじゃがいものオーロラソース和
え・お魚ソーセージ・牛乳・果物

10

親子遠足：お弁当（おやつも持参）
★保育のお友だち★
★保育園で保育のお友だち★肉味噌丼・小松菜とコーンのごま和 野菜ジュース・パンまたは菓子
え・豆腐と玉ねぎのすまし汁・バナナ
（パルシステム）

★なかよし給食★胚芽ご飯・未：白身魚／以：鮭とコーンの味噌
焼き・切干大根と野菜の中華サラダ
えのきとほうれん草のすまし汁・バナナ

冷やし中華・甘辛揚げ大豆
切干大根とツナのレモンサラダ・バナナ

マヨネーズ

くだもの キャベツ たまねぎ
オリー ぎゅうにゅう おさかなソーセー
ブロッコリー もやし コーン
ジ ぶたひきにく ツナ
○やさいジュース

はいがまい しらたき ごこくま
い さとう ぱんこ なたねあぶ
ら オリーブオイル ○こむぎこ
○さとう ○マーガリン

345
12.2 はいがまい
6.8 かたくりこ
1.3

さとう すりごま
なたねあぶら

にんじん ｹﾁｬｯﾌﾟ ｳｽ
ピーマン ﾀｰｿｰｽ ｶﾚｰ
こ しお

ｱｼﾞ だいずみずに あぶらあげ み
バナナ たまねぎ にんじん キャベツ
そ にぼし ﾀﾗ ○ｽｷﾑﾐﾙｸ ○きぬご
しょうゆ
こまつな きりぼしだいこん パセリ ほ
しどうふ ○たまご ○きなこ ○と
しお
ししいたけ にんにく えのき
うにゅう ○ぎゅうにゅう

いも類
海藻類

バナナ こまつな コーン にんじん え
きぬごしどうふ ぶたひきにく
のき ブロッコリー ねぎ たけのこ グ しお
こおりどうふ みそ けずりぶし
リンピース たまねぎ しいたけ とう
うゆ
かつおぶし おから わかめ
みょう ○やさいジュース

いも類

たら とうにゅう ぎゅうにゅう
ﾖｰｸﾞﾙﾄ しらす ﾍﾞｰｺﾝ 粉ﾁｰｽﾞ
ほしえび ○のむﾖｰｸﾞﾙﾄ ○たま
ご ○ぎゅうにゅう

ぎゅうにゅう ぶたひきにく と
バナナ キャベツ もやし たまねぎ
うにゅう こおりどうふ ひじき
コーン にんじん きゅうり ○たまねぎ
○しらす ○けずりぶし ○きざ
○えのき ○ねりうめ
みこんぶ

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

マヨネーズ

ぎゅうにゅう
ズ

ツナ

ダイスチー

うずらのたまご ぶたひきにく
ひよこまめ こおりどうふ しら
すぼし ○スキムミルク ○たま
ご ○きなこ ○ぎゅうにゅう

しょ

きのこ類
いも類

りんごす
しょうゆ
みりん し
お ○しお

たまねぎ
しょうゆ
ピーマン
しお

はいがまい はるさめ ﾏﾖﾈｰｽﾞ
バナナ もやし きゅうり にんじん ブ
さとう しらたまふ かたくりこ ぶたひきにく ハム かつおぶし
しお
ロッコリー こまつな コーン あさつき
○こむぎこ ○ﾏｰｶﾞﾘﾝ ○ﾒｰﾌﾟﾙｼ ○ぎゅうにゅう ○たまご
うゆ
アスパラ えのき
ﾛｯﾌﾟ ○ｺｰﾝｽﾀｰﾁ ○さとう

マヨ

しょ

あまなつ にんじん たまねぎ ｷｬﾍﾞﾂ
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ｶﾘﾌﾗﾜｰ ほうれんそう もやし りんごす
ｺｰﾝ ごぼう ｱｽﾊﾟﾗ ○ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ ○ しお
ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰかんづめ

にんじん
ピーマン

バナナ にんじん たまねぎ
トトマトかんづめ だいこん
コーン きゅうり ピーマン
ピューレ にんにく

たまねぎ
にんにく

はいがまい さつまいも さとう
うずらのたまご ぶたひきにく
ごまあぶら かたくりこ なたね
こおりどうふ ○ぎゅうにゅう
あぶら ○ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ○なたね
○たまご
あぶら ○ｸﾞﾗﾆｭｰとう

404(322)
はいがまい きび マーガリン
9.9(7.8)
ぶたひきにく
あぶら かたくりこ さとう す
9.4(7.5)
ベーコン
りごま いりごま ○さとう
1.5(1.2)

いも類

き

大豆製品
いも類

きのこ類

大豆製品
きのこ類

ケチャップ
しょうゆ ﾁ
小魚
ｷﾝﾌﾞｲﾖﾝ し
お

魚介類

たまご類
いも類

あかピーマン しょうゆ
カリフラワー しお ﾁｷﾝﾌﾞ 小魚
にんにく
ｲﾖﾝ
ケチャップ
しお カ
レーこ ○
しょうゆ

ごぼう ほうれんそう みりん
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★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おり、
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。
5月はしらすと野菜が入ったピラフ、鶏肉を使った主菜、旬の野菜の
調理前
調理後
サラダとスープ、ゼリーでした。汁物に使う野菜は、器をはみだしてし
まうほど量がありますが、加熱調理することで野菜の量が減り、小さい
お子さんでもペロッと一杯飲みほしてしまいます。サラダの器でも、お
皿いっぱいに野菜がありますが、加熱後はお皿の半分まで減り、食べや
すくなります。
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★なかよし給食について★
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～
○鮭とコーンの味噌焼き（未満児は白身魚）：鮭（白
身魚）の角切り、玉ねぎの薄切り、短く切ったしめじ、
小さめに切ったじゃがいも、コーンに、味噌・豆乳・
卵抜きドレッシング・なたね油・片栗粉を混ぜ合わせ
て、クッキングシートを敷いた天板に乗せてオーブン
で焼きます。
○切干大根と野菜の中華サラダ：切干大根は水戻しし
ておきます。大根、もやし、ブロッコリー、キャベツ、
人参、戻した切干大根を食べやすい大きさに切って加
熱して冷まします。水けをしぼり、醤油・りんご酢・
砂糖・ごま油と和えます。
※切干大根の戻し汁は、すまし汁の水分として使いま
す。

★パルシステムから果物を購入します★
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～19日お誕生日会メニュー～
「スパゲティーミートソース」凍り豆腐は水で戻して
おきます。玉ねぎ、人参、ピーマン、赤ピーマン、に
んにく、凍り豆腐をみじん切りにして、豚ひき肉と一
緒に油で炒めます。トマトの缶詰、マーガリン、ケ
チャップを加えて加熱し、水溶き片栗粉で水けを閉じ
込めます。ゆでたスパゲティーにかけてできあがり★
※保育園のミートソースには、凍り豆腐が入るのがポ
イントです♪
「枝豆とブロッコリーのツナサラダ」ブロッコリー、
じゃがいも、大根、人参、アスパラ、きゅうりを食べ
やすい大きさに切り、コーン、枝豆も一緒に加熱して
冷まします。水けをしぼってツナの缶詰、醤油・砂
糖・塩・ごま油を和えて完成です。
「オクラとさやえんどうのスープ」オクラ、さやえん
どう、えのき、キャベツ、もやし、水戻ししたきくら
げを食べやすい大きさに切り、千切りベーコン、水、
チキンブイヨン、ほたての水煮缶詰と一緒に加熱しま
す。塩で味付けし、仕上げに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。
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今月のレシピ紹介

「季節の果物」という表示になっているところは、パ
ルシステムの国産の旬の果物を提供しています。使用し
たものを、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。
前月は、「りんご」、「ジューシーフルーツ」、「小
玉すいか」でした。

♪保育園での人気メニュー♪
28日：冷やし中華 保育園の冷やし中華のスープ
は手作りです。朝から豚の骨をコトコト煮て、おいし
いだしをとります。だしが取れたら調味料を入れなが
ら冷やします。園で使っている調味料は、大地を守る
会・パルシステム山梨より購入している醤油・りんご
酢・砂糖・ごま油です。6月は、豚肉、もやし、きゅ
うり、にんじん、千切り卵をトッピングします。暑い
夏に、ちょっと食欲がないときでもさっぱりとおいし
く食べられます。
○材料（子ども10名分）○ゆで中華めん850ｇ、豚
の骨250ｇ、水500～550ｍｌ、豚肉の小間切れ
70ｇ、醤油72～75ｇ、りんご酢60ｇ、砂糖38～
40ｇ、ごま油10ｇ、もやし100ｇ、きゅうり100
ｇ、人参100ｇ、卵2個、マヨネーズ15ｇ
○作り方○豚の骨は水で洗い、分量の水を加えて火に
かけます。ザルに豚肉を入れて、一緒に火を通してほ
ぐしておきます。豚肉に火が通ったら取り出し、豚の
骨は1時間くらいコトコト煮ます。アクをとってから
醤油、りんご酢、砂糖、ごま油を加えて冷やします。
スープを少量とり、加熱しておいた豚肉に味付けして
おきます。野菜は千切りにして加熱して冷ましておき
ます。卵は割りほぐし、マヨネーズを加えて薄焼きに
し、千切り卵を作ります。ゆで中華めんに冷したスー
プ、豚肉、野菜、卵をトッピングして完成です。
25日：大豆とチーズのマヨネーズサラダ
○材料（子ども10名分）○さつま揚げ150ｇ、人参
90ｇ、きゅうり80ｇ、大根80ｇ、ブロッコリー40
ｇ、大豆の水煮70ｇ、ダイスチーズ70ｇ、マヨネー
ズ35ｇ
○作り方○さつま揚げ、人参、きゅうり、大根は角切
り、ブロッコリーは食べやすい大きさに切り、加熱し
て冷まします。さつま揚げ、野菜、大豆、チーズ、マ
ヨネーズをすべて和えたらできあがり★
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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。
6月6日頃：芒種（ぼうしゅ）「芒」とはイネ科植物の穂先にある毛のような部分のことで、稲などの穀物の種をまく時期という意味です。
田植えの目安とされ、農家が忙しくなる時期。梅雨入りも間近で少し蒸し暑くなってくる頃です。
6月21日頃：夏至（げし） 北半球では、太陽が最も高く昇り、１年で最も昼が長い日です。ただ、日本では梅雨のシーズンでもあるので、
日照時間が短く、あまり日の長さを実感できないかもしれません。暦の上では夏の折り返し地点にあたり、夏至を過ぎると暑さが増して本格的
な夏がやってきます。

～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ます。
今月は3日あじの日、10日時の記念日です。6月4日～10日までの歯の衛生週間にちなみ、6日にカルシウムが多いメニューを予定していま
す。 お楽しみに★

★おすすめ
食育絵本★

～お誕生日会の試食に参加された保護者さんからの、アンケートのコメントを紹介します～
・普段、家での味付けが薄いつもりでいましたが、まだ濃いのかなあと反省しました。たくさんの食材を使って、ありがたいで
す。
・ゼリーがかわいくて、子どもたちも嬉しそうでしたおいしい給食ごちそうさまでした。
・いつも（毎回）楽しみにしている誕生日ランチ。味付けもとても参考になります。野菜もたくさん入っていて子どもたちも楽
しく食べていました。
・家では鶏肉料理あまり食べないのでガツガツ食べていてすごい嬉しかったです。
・ごぼう、おいしかったです。たっぷりの野菜がおいしく食べられてありがたいです。
・いつもおいしい給食をありがとうございます。毎日ほぼ完食して帰ってきます。家では残すことも多いので、とてもありがた
いです。

※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。

栄養士：河本

圭子・飯田

旭平・山下

博子 kyuushoku@isawaeast.com

