８

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

下に線がついている材料はサラダ/煮物の材料です

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
ぎゅうにゅう もめんどうふ とり
ひきにく ダイスチーズ ハム ピザ
チーズ ○みそ ○しらすぼし ○あ
ぶらあげ ○にぼし ○やきのり

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

もやしと小松菜のみそ汁
ゆかりとしらすのご飯

566(472)
21.5(17.7)
20.5(17.2)
2.7(2.2)

ロールパン じゃがいも マッ
シュポテト すりごま なたねあ
ぶら ごまあぶら コーンフレー
ク ○はいがまい ○いりごま

カレーうどん・ちくわの磯辺揚げ
キャベツとツナのさっぱりサラダ・バナナ

抹茶ミルク
黒ごまだんご

467(378)
18.7(14.9)
10.0(6.7)
2.2(1.6)

ゆでうどん じゃがいも なたね
ちくわ ツナ ぶたももにく け
あぶら こむぎこ かたくりこ
バナナ
ずりぶし きざみこんぶ あおの
さとう ○もちごめ ○さとう
まねぎ
り
○くろすりごま

青菜ご飯・ポテトとツナのマヨネーズサラダ
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
ステムより）

430(375)
はいがまい じゃがいも マヨ
14.1(12.4)
ツナ ダイスチーズ
ネーズ いりごま ○パンまたは
13.4(11.6)
らあげ にぼし
かし
1.8(1.5)

水菜入り親子丼
月 かぼちゃときゅうりのマヨネーズサラダ
長ねぎとえのきのすまし汁・バナナ

ピンク以下：ヨーグルト
／桃以上：アイスクリー
ム・麦茶・食パン

538(389)
はいがまい さとう マヨネーズ
18.2(15.7)
なたねあぶら かたくりこ ふ
18.6(10.2)
○しょくぱん
1.6(1.2)

6

夏野菜ビビンバ・うずらの卵
火 さつまいもの甘煮
ほたてとほうれん草のスープ・梨

麦茶ミルク
バナナケーキ

545(490)
19.5(17.7)
15.1(13.8)
1.7(1.5)

7

胚芽ご飯・未：白身魚／以：サバのケチャップ
水 焼き・切り干し大根とツナのマヨネーズサラ
ダ・えのきと油揚げのすまし汁・バナナ

牛乳
かぼちゃスコーン

8

ジャージャー麺・冷やっこトマトドレッシン
木 グ・海苔塩揚げ大豆・ほうれん草ともずくの
スープ・季節の果物

9

1

ロールパン・きのことポテトのグラタン
木 豆腐と切干大根の中華風サラダ
牛乳・季節の果物

2

金

3

土

5

みそ

あぶ

調味料

きせつのくだもの たまねぎ にんじん
りんごす
だいこん きゅうり ブロッコリー しめ
しょうゆ
じ えのき エリンギ きりぼしだいこん
しお
○もやし ○こまつな

くだもの
だいこん
ジュース

にんじん キャベツ もやし
コーン ねぎ ブロッコリー

みりん しょ
大豆製品
た うゆ
りんごす
たまご類
しお ｶﾚｰこ

海藻類
牛乳

たまご とりひきにく あぶらあ
バナナ かぼちゃ たまねぎ コーン み しょうゆ
げ こおりどうふ けずりぶし
ずな きゅうり にんじん カリフラワー みりん し
きざみこんぶ ○アイスクリーム
えのき ねぎ
お
○ヨーグルト

いも類
ごま

なし きゅうり もやし あかピーマン
しょうゆ
きピーマン ほうれんそう コーン にん
みりん ○
じん たまねぎ にんにく ○バナナ ○
しお
レモンじる

海藻類
きのこ類

560(431)
さば ツナ あぶらあげ けずり
はいがまい マヨネーズ さとう
23.0(18.2)
ぶし しろみさかな わかめ き
ごまあぶら ○もちごめ ○さと
21.4(12.0)
ざみこんぶ ○ぎゅうにゅう ○
う ○かたくりこ
1.4(1.2)
とうにゅう

バナナ だいこん キャベツ にんじん
たまねぎ えのき ブロッコリー カリフ
ラワー しめじ とうみょう あさつき
きりぼしだいこん

ｹﾁｬｯﾌﾟ み
りん しょ
うゆ しお
ｶﾚｰこ

ごま
いも類

飲むヨーグルト
人参もちだんご

537(467)
20.4(17.4)
15.1(12.3)
1.9(1.5)

ゆでちゅうかめん 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

きぬごしどうふ ぶたひきにく だ
いずみずに みそ こおりどうふ し
らすぼし けずりぶし もずく あお
のり ○のむヨーグルト

きせつのくだもの もやし たまねぎ ト
マト にんじん きゅうり ほうれんそう
カリフラワー えのき コーン にんにく
しょうが ○にんじん

しょうゆ り
んごす ﾁｷﾝ
いも類
ﾌﾞｲﾖﾝ しお
○しょうゆ

ロールパン・イタリアンハンバーグ
金 炒り卵とニラのさっぱりサラダ
牛乳・バナナ

とうがんと油揚げのみそ
汁
ごま塩おにぎり

584(478)
25.6(20.8)
22.3(18.6)
2.2(1.8)

ロールパン じゃがいも ぱんこ
なたねあぶら マヨネーズ かた
くりこ ○はいがまい ○くろご
ま

ぎゅうにゅう ぶたひきにく たま
ご ｽｷﾑﾐﾙｸ ﾋﾟｻﾞﾁｰｽﾞ ﾀﾞｲｽﾁｰｽﾞ こ
おりどうふ ○あぶらあげ ○みそ
○にぼし ○やきのり ○わかめ

りんごす し
バナナ たまねぎ キャベツ もやし に
お ケチャッ 緑黄色野菜
ら コーン にんじん ○とうがん ○み
プ ソース
きのこ類
ずな
○しお

10

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
チーズ・牛乳・季節の果物

野菜ジュース
パンまたは菓子（パルシ
ステムより）

484(431)
スパゲティー マヨネーズ いり
くだもの だいこん にんじん
18.4(16.5)
ぎゅうにゅう ハム ダイスチー
ごま マーガリン なたねあぶら
えのき ブロッコリー コーン
18.0(16.0)
ズ ぶたひきにく あおのり
○マカロニ ○さとう
にんにく ○やさいジュース
1.6(1.4)

たまねぎ
しょうゆ
ピーマン
しお

たまご類
いも類

13

メキシカンピラフ
火 キャベツとツナのマヨネーズ和え
チーズ・牛乳・果物

カルピス
きなマカロニ

489(436)
はいがまい マヨネーズ さとう
15.7(13.7)
ぎゅうにゅう ぶたひきにく ダ くだもの キャベツ たまねぎ
すりごま かたくりこ なたねあ
16.2(15.3)
イスチーズ ツナ ○きなこ
ブロッコリー もやし コーン
ぶら ○パンまたはかし
1.0(0.9)

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

海藻類
いも類

14

水

野菜ジュース
パンまたは菓子（パルシ
ステムより）

471(387)
はいがまい さとう すりごま
ぎゅうにゅう おさかなソーセー くだもの ほうれんそう にんじん コー
17.7(14.7)
かたくりこ なたねあぶら ○パ ジ ぶたひきにく こおりどうふ ン もやし ねぎ たけのこ グリンピー しょうゆ
13.6(11.1)
ンまたはかし
みそ
ス しいたけ ○やさいジュース
1.7(1.3)

いも類
まめ類

15

胚芽ご飯・野菜と豚肉のカレー
木 かぼちゃとブロッコリーのマヨネーズサラダ
牛乳・果物

カルピス
パンまたは菓子（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)
○パンまたはかし
1.6(1.2)

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

魚介類
たまご類

16

スパゲティーナポリタン
金 大根ときゅうりの甘酢和え
チーズ・牛乳・果物

キャロットジュース
いちごジャム蒸しパン

486(409)
スパゲティー オリーブオイル
ぎゅうにゅう ぶたひきにく ダ
17.4(14.9)
さとう マーガリン なたねあぶ イスチーズ しらすぼし ○とう
15.6(13.7)
ら ○ホットケーキミックス
にゅう ○たまご
1.4(1.2)

くだもの にんじん たまねぎ だいこん
ケチャップ
もやし ピーマン コーン きゅうり ダ
りんごす
イスカットトマト にんにく ○キャロッ
しお
トジュース ○いちごジャム

いも類
ごま

17

しらすと野菜のピラフ
土 じゃがいもとチーズ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
ステムより）

408(375)
はいがまい じゃがいも マヨ
くだもの ブロッコリー
13.9(12.8)
ぎゅうにゅう おさかなソーセー
ネーズ なたねあぶら いりごま
ねぎ コーン ピーマン
10.9(10.0)
ジ ダイスチーズ しらすぼし
○パンまたはかし
ス
1.3(1.1)

19

月

牛乳
黒蜜きなこもちだんご

535(474)
20.1(17.6)
17.3(15.2)
1.7(1.4)

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 ○く
ろみつ

ぶたひきにく うずらのたまご
バナナ キャベツ トマト だいこん た
とうにゅう みそ にぼし こお
まねぎ レタス えのき もやし にんじ
りどうふ わかめ ○ぎゅうにゅ
ん ねぎ しめじ みずな ねりうめ
う ○きなこ

20

人参ご飯・未：カレイ／以：鮭のねぎ味噌焼き
火 白組さんが考えたサラダ
豆腐とほうれん草のすまし汁・梨

ミルクティー
ずんだクッキー

525(430)
24.7(21.5)
15.8(11.9)
1.7(1.5)

さけ きぬごしどうふ ベーコン
しらすぼし みそ かつおぶし
かれい きざみこんぶ わかめ
○スキムミルク ○たまご

21

★お誕生日会★サラダうどん・若鶏の黒ごま揚
水 げ焼き・枝豆と野菜の中華ドレッシングサラ
ダ・ベイクドポテト・フルーツゼリー

カルピス
かぼちゃと豆腐入りハ
ニーケーキ

644(498)
24.7(21.9)
24.7(15.6)
2.1(1.6)

22

きび入り胚芽ご飯・夏野菜のドライカレー
木 小松菜とえのきのマヨネーズサラダ
うずらの卵・季節の果物

飲むヨーグルト
チーズ蒸しパン

514(438)
19.4(16.6)
16.0(13.5)
1.3(1.1)

はいがまい じゃがいも マヨ
ネーズ すりごま かたくりこ
さとう ○こむぎこ ○マーガリ
ン ○さとう
ゆでうどん ベイクドポテト さと
う マヨネーズ かたくりこ なたね
あぶら ごまあぶら くろごま ○
ホットケーキミックス ○はちみ
つ
はいがまい きび マヨネーズ
オリーブオイル かたくりこ ○
こむぎこ ○さとう ○マーガリ
ン

23

手作りパン・豆腐たっぷりコロッケ
金 ほうれん草ともやしのナムル
牛乳・バナナ

フルーツゼリー
せんべい（オギノ食糧）

529(461)
きょうりきこ ぱんこ なたねあ ぎゅうにゅう もめんどうふ と
17.3(15.5)
ぶら かたくりこ さとう いり りひきにく むえんバター こお
20.8(19.2)
ごま ごまあぶら
りどうふ おから きりのり
1.6(1.3)

バナナ ほうれんそう もやし コーン
にんじん カリフラワー きりぼしだいこ
ん ねぎ パセリ ○パイナップルジュー
ス ○かんてん

しょうゆ
りんごす
しお ﾄﾞﾗｲ
ｲｰｽﾄ

たまご類
きのこ類

24

野菜うどん
土 キャベツとじゃがいも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
ステムより）

406(368)
16.0(14.5) ゆでうどん じゃがいも マヨ
12.6(11.7) ネーズ ○パンまたはかし
2.1(1.8)

くだもの もやし にんじん ほうれんそ しょうゆ
う たまねぎ コーン キャベツ ○やさ みりん し
いジュース
お

大豆製品
たまご類

26

★なかよし給食★胚芽ご飯
月 味噌だれチキンカツ・キャベツとコーンの甘酢
和え・とうがんとあさつきのすまし汁・梨

干ししいたけとわかめの
ひやむぎ
バナナ

500(397)
19.1(17.8)
14.8(8.2)
2.1(1.6)

はいがまい なたねあぶら こむ
ぎこ ぱんこ さとう ふ すり とりももにく みそ けずりぶし
ごま いりごま かたくりこ ○ かつおぶし ○にぼし ○わかめ
ひやむぎ

なし キャベツ もやし コーン にんじん
きゅうり ブロッコリー カリフラワー あさ
つき とうがん みずな ○バナナ ○たまね
ぎ ○えのき ○ほししいたけ

27

ロールパン・ポテトのカレーグラタン
火 ほうれん草と大豆のマヨネーズサラダ
牛乳・すいか

大根となめこのみそ汁
鮭のご飯

573(475)
20.9(17.4)
22.5(18.8)
2.6(2.1)

ロールパン じゃがいも マヨ
ぎゅうにゅう ぶたひきにく ピ
ネーズ マッシュポテト なたね ザチーズ だいずみずに ○さけ
あぶら コーンフレーク ○はい フレーク ○みそ ○にぼし ○
がまい ○いりごま
わかめ

すいか
もやし
しめじ
こ

28

五穀ご飯・未：タラ／以：あじの香草パン粉焼
水 き・ひじきと大豆の甘辛煮
キャベツと切干大根のみそ汁・バナナ

キャラメルミルク
ポテトピザ

456(361)
25.5(20.7)
9.1(5.6)
1.9(1.6)

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 ○じゃがい
も ○さとう

あじ だいずみずに みそ あぶ
らあげ にぼし たら ひじき
○スキムミルク ○ピザチーズ
○しらすぼし

いんげん バナナ にんじん たまねぎ
しょうゆ
キャベツ えのき こまつな きりぼしだ
しお ○ケ
いこん パセリ ほししいたけ にんにく
チャップ
○たまねぎ ○パセリ

29

胚芽ご飯・若鶏の和風照り焼き
木 かぼちゃと枝豆のさっぱりサラダ
とうがんとベーコンのスープ・季節の果物

飲むヨーグルト
豆腐ときなこのケーキ

529(479)
21.8(19.3)
19.2(11.8)
1.2(1.0)

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

とりももにく ツナ ベーコン
○のむヨーグルト ○きぬごしど
うふ ○たまご ○きなこ ○と
うにゅう

くだもの キャベツ にんじん たまねぎ
かぼちゃ コーン ほうれんそう えだま
め きゅうり えのき ブロッコリー と
うがん カリフラワー

30

金

牛乳
手作りメロンパン

683(606)
25.0(21.6)
25.6(22.5)
2.5(2.1)

ゆでちゅうかめん じゃがいも さ
ぶたガラ ハム たまご ピザ
とう すりごま ﾏﾖﾈｰｽﾞ ﾏｰｶﾞﾘﾝ ご
バナナ
チーズ ベーコン ○ぎゅうにゅ
まあぶら ○きょうりきこ ○こむ
トマト
う ○たまご
ぎこ ○さとう ○ﾏｰｶﾞﾘﾝ

31

ベーコンとしめじのカレーピラフ
土 ツナとキャベツのさっぱりサラダ
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
ステムより）

424(392)
14.2(13.2) はいがまい
12.8(11.6) またはかし
1.2(1.0)

肉味噌丼・もやしとコーンのごま和え
お魚ソーセージ・牛乳・果物

ロコモコ丼・梅ドレッシングサラダ
長ねぎとしめじのみそ汁・バナナ

冷やし中華・ジャーマンポテト
金時豆の甘煮・バナナ

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
ほたてがいみずに こおりどうふ
あぶら ○こむぎこ ○なたねあ
○スキムミルク ○たまご
ぶら ○さとう

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

緑黄色野菜

ブロッコリー にんじん ねぎ
ごぼう コーン ○やさい
しお

マーガリン

ぶたももにく

にんじん たま
○やさいジュー しお

なし もやし にんじん コーン ほうれ
んそう キャベツ きゅうり えのき
しお
ピーマン アスパラ トマト みずな め
ぎ しょうが ○えだまめ

うずらのたまご ぶたひきにく
こおりどうふ ○のむよーぐると
○たまご ○ダイスチーズ ○ス
キムミルク

ぎゅうにゅう ダイスチーズ
たももにく にぼし

ぶ

魚介類
ごま

～21日お誕生日会メニュー～
「サラダうどん」うどんのつゆは、煮干しとかつお節
でだしをとり、みりんを入れて沸騰したら火を止めて、
醤油を加えて冷やします。ツナはマヨネーズと和えて
おきます。レタスときゅうりは千切り、トマトは四角
に、カリフラワーとオクラはは食べやすい大きさに切
り蒸して冷ましておきます。カットわかめを戻して蒸
して冷まします。ゆでうどんに、ツナ、野菜類、わか
めをのせて仕上げにめんつゆをかけます。お好みで切
り海苔やけずり節をかけても♪
「若鶏の黒ごま揚げ焼き」しょうがはすりおろしてお
きます。鶏肉、しょうがのおろし汁、醤油、黒ごま、
を混ぜ合せ、片栗粉をまぶしておきます。クッキング
シートを敷いた天板に並べて、ごぼうのささがき、赤
ピーマン、黄ピーマン、ズッキーニと一緒にオーブン
で焼きます。
「枝豆の中華サラダ」切干大根は水で戻して短く切っ
ておきます。大根、ブロッコリー、人参、玉ねぎ、い
んげんを食べやすい大きさに切り、枝豆、コーンも一
緒に蒸して冷まします。醤油・ごま油・砂糖・塩のド
レッシングでます。
★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。

★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～
○味噌だれチキンカツ：鶏肉に塩を和えて、水で溶い
た小麦粉をつけ、パン粉をつけて油で揚げます。たれ
は、味噌・みりん・砂糖・ケチャップ・中濃ソース・
いりごま・すりごま・水溶き片栗粉でとろみをつけま
す。揚げたカツにたれをかけて完成です★
○キャベツとコーンの甘酢和え：キャベツ、きゅうり、
もやし、人参、ブロッコリー、カリフラワーを食べや
すい大きさに切り、コーンも一緒に蒸して冷まします。
りんご酢・砂糖・なたね油・塩のドレッシングで和え
ます。
○おやつの「干ししいたけとわかめのひやむぎ」：煮
干しでだしをとり、玉ねぎ、えのき、戻した干ししい
たけ、わかめを食べやすい大きさに切り、煮干しだし
で煮て醤油を加えます。ゆでひやむぎにかけてできあ
がり♪

★パルシステムから果物を購入します★
「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、「さくらんぼ」、「メロン」、「ブルーべ
リー」でした。

♪保育園での人気メニュー♪
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今月のレシピ紹介
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くだもの にんじん たまねぎ ブロッコ りんごす
○パン ぎゅうにゅう おさかなソーセー
リー しめじ キャベツ カリフラワー
しお カ
ジ ツナ ベーコン
ピーマン コーン ○やさいジュース
レーこ

★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。
＜加熱前＞
＜加熱後＞
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。

たまご類
大豆製品

ケチャップ
ソース り
んごす し
お

石和東こども園

梅雨が明けると急激に暑くなってくる時期、食欲
も落ちてくるころ。保育園のお友だちが、そんな暑さ
にも負けず、もりもり食べている野菜のレシピをご紹
介します。
「保育園で食べているのにお家では…」とよく聞き
ますが、園では本当に良く食べています♪
9日 イタリアンハンバーグ：
○材料（10個分）○豚挽き肉250g、凍り豆腐30g、
玉ねぎ150g、スキムミルク50g、水90g、パン粉
30g、ピザチーズ40g、ダイスチーズ40g、中濃
ソース10g、ケチャップ20g、片栗粉と水少々
○作り方○凍り豆腐は戻して、玉ねぎと一緒にみじん
切りにしておきます。スキムミルクは水に溶かして混
ぜておきます。豚挽き肉、凍り豆腐、玉ねぎ、スキム
ミルク、パン粉、チーズを混ぜ合わせてハンバーグの
形にします。クッキングシートを敷いた天板に並べて
オーブンで焼きます。ケチャップとソースは混ぜ合わ
せて水溶き片栗粉を混ぜて加熱しておきます。ハン
バーグが焼けたらソースをかけて完成です★
22日 夏野菜のドライカレー
○材料（子ども10名分）○オリーブオイル（炒め
油）適量・にんにく8～10g、豚挽き肉180g、凍り
豆腐25g、玉ねぎ150g、人参100g、なす80g、ト
マト60g、赤ピーマン25g、黄ピーマン25g、ダイ
スカットトマト缶詰120g、ウスターソース25g、カ
レー粉3g、塩4g、片栗粉5～6g・水少々
○オリーブオイルでにんにくと豚挽き肉を炒めます。
野菜はみじん切り程度～食べやすい大きさに切り、肉
と一緒に炒めます。トマトの缶詰、ウスターソース、
カレー粉、塩を加え、水分が気になるようでしたら、
片栗粉を水で溶いて、鍋に加えて水分を閉じ込めます。
器に盛ったご飯にかけてできあがり♪

たまご類
いも類

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。
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：暑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。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。

～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2日「カレーうどん」、5日「親子丼」、7日「バナナ」、9日「ハンバーグ」を予定しています。 お楽しみに★

★アイスクリーム★～保育園で提供している商品の原材料～
購入先はシャトレーゼです。アイスミルク78ml 原材料：生乳、水あめ、乳製品、砂糖、ぶどう糖果糖液糖、乳等を主原料とする食品、
でんぷん、ミルクカルシウム、もち粉、寒天、グルコマンナンです。

★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～
・タコスライスがおいしかったです。・旬の食材が使ってあっておいしかったです。・とてもおいしかったです。レシピの参考にします。
・これで最後のお誕生会だと思うと寂しいです。毎回とってもおいしくて。ごちそうさまでした。ありがとうございました。
・最後のお誕生会とても楽しかったです。給食もおいしくいただきました。
・彩りよく、お野菜たっぷりでおいしかったです。ごちそうさまでした。
・いつもとてもおいしくいただきました。毎年とても楽しみにしていました。今年で最後なのが残念です。
・3回目の参加ですが、貴重な時間を過ごさせていただきありがとうございました。
・初めて参加でいつもこんなにおいしいものを食べているからたくさん食べて帰って来るのかと納得しました。いつもありがとうございます。
・色があざやかで、おいしくて、一緒に食べることができて良かったです。

※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

