令和５年１月
旭町保育園
西山 彩良

年末やお正月は、普段と違う時間に食事を食べることが増え、生活リズムが乱れやすくなります。
特に子供は、胃の容量が小さく、消化機能も未発達です。生活リズムとともに、食事や間食のリズ
ムが乱れてくると、本来の食事の時間にお腹がすかず、食事をおいしく食べられないことがあります。
食事や間食のリズムを整えて、元気に新年をスタートできるようにしましょう。

＜おやつは食事の一部＞
子どもは胃が小さいので、３回の食事だけでは１日に必要な栄養がとれません。おやつは成長期の子
どもにとって大切な食事の一部です。
年齢別の胃の容量を見てみましょう。（500mlのペットボトルで例えています）
・大人（1,200～1,500ml） ・５歳（650ml程度） ・３歳（400～450ml） ・１歳（200～250ml）

＜おやつでとりたい栄養＞
・エネルギー源になる炭水化物（おにぎりやふかし芋、パンなど）
・カルシウムやたんぱく質（牛乳やヨーグルト、しらすなど）
・ビタミン（果物や野菜など）
子どもにとっておやつは、食事ではとりきれない栄養をおぎなうためのものでもあります。保育園で
は、これらの栄養がとれることを意識したおやつになっています。
保育園で提供しているおやつのレシピを紹介します。もちろんご飯としてもおいしく食べられますが、
子ども用に少し小さめのおにぎりにするとパクパクと食べてくれますよ♪
＜ひじきのおにぎり（４人分）＞
☆材料☆
☆作り方☆
・米
２合
①ひじきを水で戻しておく。戻したひじき、千切りにした人参、揚げを具材
・乾燥ひじき 10g
がひたるくらいの水で煮る。
・にんじん
1/2本
②人参がやわらかくなったら調味料を入れる。
・薄揚げ
1/2枚
③米を研ぎ、②で出た煮汁と水で炊飯器の
・しょうゆ
大さじ2
２合の線に合わせ、炊飯する。
・みりん
大さじ2
④炊き上がったご飯に②の具材を混ぜ込んで、
できあがり！

＜１月からの給食について＞
現在、午後のおやつの時間に毎日牛乳を提供していますが、１月からはメニューの組み合わせをみな
がら牛乳、お茶のどちらかを提供していきます。１日の栄養価を考え、提供していますので、栄養的に
は問題はありません。メニューの組み合わせの工夫によって、よりおいしく提供していきたいと思って
います。（例：おやつがおにぎりの日の飲み物はお茶、サンドイッチの日は今まで通り牛乳など）
これからも、子ども達が喜ぶおいしい給食を作っていきます。よろしくお願いします。

給食だより

12月号

令和４年１２月
旭町保育園
早川円香

寒くなり、乾燥する季節になりました。風邪予防には、食事・睡眠・運動のバランスが大切です。
食事からしっかり栄養を摂って、身体の免疫機能を整えましょう。

たんぱく質で免疫細胞を作る！
（卵、肉、魚、豆類など）
たんぱく質は細胞を作る、子どもたちの
成長にとって欠かせない栄養の一つです。
たんぱく質を摂って運動することで、筋
肉がつき、体温を上げるので、免疫力が
アップします。

ビタミンＡで
細菌やウイルスの侵入を防ぐ！
（人参、かぼちゃ、
ほうれん草など）
ビタミンＡは粘膜を強くしてくれる
ので、皮膚などのバリア機能をアップ
してくれます。
ビタミンＡは油と一緒に摂ると、体
への吸収がよくなる栄養です。揚げた
り、炒めたりするのがおすすめです。
生野菜で食べる時も、油が含まれる
ドレッシングやマヨネーズを少し和え
ると良いですね。

日々の手洗い、うがい、
身体を温める食事
感染症予防に、子どもたちは
日々、手洗いやうがいを頑張っています。
お家でも、帰宅時や食事前など、手洗いやうがい
を心がけましょう。
適度な運動や温かい食事は、身体を内側から温め、
免疫機能をアップさせます。園でも、適温で給食を
提供できるよう、クラスの食事時間に合わせて温か
い食事を心がけています。
園で飲んでいるお茶も、冬場は少し温かいものを
提供しています。

ビタミンＣで免疫細胞を活性化する！
（ブロッコリー、じゃが芋、さつまいも、
いちご、みかん、など）
たんぱく質と一緒に摂ると、免疫細胞を作る手助
けをしてくれます。
水に流れ出てしまいやすい栄養なので、電子レ
ンジで加熱したり、スープで食べると良いでしょ
う。
加熱せずに食べられる果物は、子どもたちも食
べやすいですね。
いも類に含まれるビタミンＣは加熱にも強いの
でおすすめです。

発酵食品でお腹の調子を整える！
（納豆、ヨーグルト、味噌、
麹調味料など）
発酵食品は善玉菌を増やしてくれます。
お腹の調子が整っていると、便通が良くな
るほか、免疫力もアップするので、まずはお
腹を元気に保ちましょう。

もし、風邪をひいたら…
①水分補給をしましょう。
お茶や水は吸収しやすいのでおすすめです。
冷たすぎるとお腹への刺激が強いので、でき
るだけ常温のものが良いでしょう。
②消化の良いものを食べましょう。
食欲のない時は水分補給を中心に、様子を見な
がら、お粥など食べられるものを無理せず食べま
しょう。
食欲がある場合も、体調の悪い時はお腹も弱っ
ています。できるだけ、消化の良いものや温かい
もので身体への負担を軽くしてあげましょう。

給食だより11月号

令和４年11月
旭町保育園
宮村 亜沙美

私たちが住んでいる金沢市では、お米や野菜といった美味しい農産物がたくさん作られています。
地域でとれた食べ物(地場産物)を食べることを「地産地消」といいます。美味しい金沢の地場産物を
食べて、実りの秋を満喫しましょう！

① おいしい ！

② 安全で安心！

③ 環境にやさしい ！

④ 食育につながる ！

地域の新鮮な食材が手
に入り、おいしく食べ
ることができます。

生産者が身近に感じら
れ、安心して購入する
ことができます。

食材を運ぶ輸送距離が近
いので、燃料やCO2排出
の削減につながります。

地元でとれた食材を使うこ
とで、ふるさとの食文化を
学び、食への関心・意識が
高まります。

加賀野菜イメージキャラクター
「ベジタン」

金沢には「加賀野菜」と呼ばれる地場産物があるのを知っていますか？昭和20年以前から金
沢で栽培され、食べられている15品目の野菜です。
11月は < 五郎島金時 > を使った【鶏肉とさつまいものごまからめ】、【スイートポテトサラ
ダ】、【さつまいもの米粉シチュー】、【めった汁】、【さつまいもおにぎり】、【さつまいも
のクリームスパゲティ】、【さつまいもスティック】が給食に登場しますよ♪
ブランドマーク

打木赤皮甘栗かぼちゃ

ヘタ紫なす

たけのこ

加賀太きゅうり

加賀つるまめ

金時草

五郎島金時

赤ずいき

加賀れんこん

源助だいこん 二塚からしな

金沢春菊

金沢せり

金沢一本太ねぎ

くわい

保育園では、３歳以上児の持参しているごはん量を年に２回調査しています。調査の量を参考に栄養
目標量を計算しています。必要なエネルギー量は成長とともに増えていきます。体格や運動量により個
人差がありますので、お子さんの「ちょうどよい量」を見つけることも大切なポイントです。ぜひ、こ
の機会にお子さんと確かめ合ってみてくださいね。もし、不安などがありましたら、担任や栄養士に気
軽にお声かけ下さい( ^ ^ )
１０月に園で調査したごはん量の平均

１～２歳児

ごはん

８０～９０ｇ

３歳児クラス

100ｇ

３～４歳児

ごはん

１００～１１０ｇ

４歳児クラス

115ｇ

５～６歳児

ごはん

１２０～１３０ｇ

５歳児クラス

112ｇ

（ 子ども茶わん８分目 = ８０～９０g 程度です ）

令和４年１０月
旭町保育園
西山 彩良

＜子どものちょうどいい食事量、どうやって確認したらいいの？＞
お子さんの食事量について、足りているのか・多すぎないかと思ったことはありませんか？お子さんの成
長と合わせて、食事について考えてみましょう。
毎日玄関に展示したり、インスタグラムにアップされている給食は
“4歳児のめやす”で盛り付けています。
個人差もありますが、ひとつの参考にしてみてくださいね♪
4歳や5歳になると、自分で食べきれる量を考えて、先生にどれだ
けよそってほしいかを伝えています。

離乳食では、より個人差が大きいですが、
これも展示されている量がめやすになっ
ています。たくさん食べて、おかわりを
してくれる子もいます！

ちょうどいい食事量の確認方法としては、母子健康手帳の身長体重曲線を見てみるとよいでしょう。
「うちの子、食べすぎかな？」と思っても、身長体重が曲線に沿っていれば問題はありません。逆に、曲
線に沿っていない場合は、食事・運動・睡眠などの生活習慣が関係している場合があります。下のチェッ
クポイントで確認してみましょう。

＜肥満・小食の解決チェックポイント＞
幼児の肥満は生活習慣病の原因に！
～肥満解決チェック～
幼児期前半(1～3歳)の肥満は活発に動くこと
により解消されることもありますが、幼児期
後半(4.5歳)の肥満は糖尿病など生活習慣病を
引き起こす原因になります。

□ 食べる量をきめて盛り付けよう
□ 噛み応えのある食材でたくさん“かむ”こ
とを意識しよう
□ 脂っこいもの、甘いものを控えよう
□ 食べる場所や時間を決めよう

揚げ物ではなく炒め物にしたり、おやつを甘いもの
ではなくおにぎりにしてみるといいですよ☆

少食なのか、おなかが空いていないのか…
～小食解決チェック～
食事のスピードがゆっくり、消化が弱い子な
ど、子どもによって個人差があります。食べ
る時間や環境はどうですか？食事量が極端に
少ないと、必要な栄養素が不足し、低栄養の
原因になります。

□ 一緒に食べるなど、食事が楽しくなる工夫
をしよう
□ おもちゃを片付けるなど、食事に集中でき
る環境を整えよう
□ 同じ量でもエネルギーが高い食品を選ぼう

＜子どもにとって、身近な大人が見本です＞
太るという誤った認識から主食を食べなかったり、１
食抜いたりしていませんか？スマホを触りながら食事を
していませんか？子どもはよく見ています。しっかり3食
食べる、食事中は食事に集中するといった正しい食事の
仕方を大人が示しましょう。

例：絹ごし豆腐１丁186kcalに対して、木綿豆
腐は240kcal
皮付きの鶏もも肉100gが200kcalに対し
て、皮なしの鶏むね肉は108kcal
小食の子は、同じ量を食べてもなるべくエネル
ギーが高い方が望ましいですね。

給食だより9月号

令和4年9月
旭町保育園
早川円香

味覚の発達は、３か月頃～１０歳頃といわれています。発達のピークを過ぎると減少し始め、３０代～
４０代ごろには子ども時代の約１/３まで減ってしまいます。
子ども達は、本能的に受け入れにくい苦味や酸味といった味に対して、大人よりも敏感に感じているた
め、好き嫌いが出てくると考えられます。

味覚を育てるためのポイント
よく噛んで食べよう！
よく噛むことで、唾液と食
べ物が混ざり、緩やかに味を
感じることができます。
舌や上あごを使うことで、
脳の発達や滑舌の発達に良い
影響があります。

薄味に慣れよう！
素材の味を感じて、味の違
いを知り、舌の感覚を育てま
しょう。
「だし」の旨味をプラスす
ると、苦味や酸味が和らぎ、
食べやすくなります。

一緒に食べよう！
「おいしいね」「すっぱいね」
など会話から味の表現を知り、食
べてみようという気持ちが育ちま
す。
大人がおいしそうに食べている
と、興味を持ち、食べてみるきっ
かけになるかもしれませんね。

減塩のポイント
日本人の食塩摂取量は、目標量に比べるとまだまだ多い傾向があります。
乳幼児期から薄味に慣れることで、大人になってからの血圧を良好にしたり、生活習慣病の予防に効果が
あります。

「つけて食べる」に注意しましょう

だしを活用しましょう

お寿司や刺身にしょうゆをつけたり、ナゲットに
ソースをつけたりドレッシングをかけるなどは、気
づかないうちに塩分を多く摂ってしまいがちです。
できるだけ、先に和えてしまったり、下味をつけ
ておくと減塩につながります。

簡単だしの作り方
お茶ポットに水を入れ、だし昆布やかつお節を
一晩つけておく。
水１ℓに対して、だし昆布5×10ｃｍ１枚
かつお節ひとつかみ（15ｇ）
かつお節はお茶パックに入れておくと、後で
とりだしやすいです。
（２～3日ほど冷蔵庫で保存できます。）
煮干しの場合は、水につけておくと苦味が出る
ので、煮出すのがおすすめです。
大人の方は黒コショウや七味などを活用すると物足
りなさを感じにくいので、減塩に取り組みやすいで
す。
ぜひ、お子さんと一緒に大人も薄味を心がけてみま
しょう。

かつおだしやこんぶだし、鶏がらスープなど、
園では料理によってだしを使い分けています。
だしを使うことで、塩分や糖分の量を減らし、
おいしくたべることができます。

アレンジ①
だし汁：うすくちしょうゆ：三温糖を
1：1：1の割合で混ぜる
→茹で野菜と混ぜて温サラダに
→きゅうりなどを漬け込んで漬物に
アレンジ②

だし汁：うすくちしょうゆ：三温糖：りんご酢を
1：1：1：1で混ぜ、鍋でひと煮立ちさせる
→茹でた豚肉と混ぜて冷しゃぶに
→ごま油を入れて中華風に

給食だより８月号

令和４年８月
旭町保育園

宮村亜沙美

幼児期は成長のためにたくさんの栄養が必要な時期ですが、胃の容量が小さく一度に食べられる
量に限りがあります。子ども達にとって「おやつ」は大切な食事の一部です。食事だけでは不足す
るエネルギーや栄養素を補うという目的があります。そこで、幼児期に重要な役割を果たしている
「おやつ(間食)」について考えてみましょう！

食事を美味しく食べるためには、空腹の時間も必要です。
だらだら食べをしていると虫歯の原因にもなります。時間を決めて食べましょう。

間食の目安量
エネルギー
（kcal）
おにぎり 1/2個（50ｇ）
85
ロールパン １個（30ｇ）
95
ふかしさつま芋（60ｇ）
80
バナナ 1/2本（60ｇ）
40
牛乳（100ｍｌ）
70
食品

目安は1日の必要エネルギー量の10～15％です。

[ 例 ] 1～2歳児
牛乳70ml

+ バナナ1/3本

・１～２歳児 午前午後の２回で 90～140kcal
・３～５歳児 午後の１回で 120～180kcal
１回の間食で多く摂りすぎないように気をつけましょう。

間食は第４の食事です。甘いお菓子やジュースなどは摂りすぎないように気をつけましょう。
少食の子にはエネルギー、よく食べている子でもカルシウム、鉄分は不足しています。
運動機能や脳の発達、骨の成長に欠かせない栄養素のため意識的に取り入れていきましょう。
【 カルシウム 】 骨の成長に必要です。
成長に合わせて必要量を摂取していきましょう。
( 乳製品・小魚・大豆・干しえび・ほうれん草など )
【 鉄分 】

おすすめレシピ

運動機能や脳の発達・機能に影響を与えます。
成長段階の乳幼児期は、より多くの鉄分を必要とします。
( 鶏卵(特に卵黄)・赤身の肉・大豆製品(豆腐/みそ/きな粉)・青菜など )

ピザトースト
( １０枚切り食パン２枚分 )

☆材料☆

８月３１日に
具材をアレンジした
【夏野菜のピザトースト】
を提供します♪

10枚切り食パン
ピーマン
玉ねぎ
シーチキン(缶)
コーン
ケチャップ
とろけるチーズ
※

３回の食事で主食が少ない場合は、おにぎりやパンなどの炭水
化物がメインのおやつがおすすめです♪ 食パンからエネルギー
を摂取でき、シーチキンはたんぱく質が豊富です。簡単に出来
て、子ども達にも人気です！お好みで色々な具材を使ってみて
くださいね(^^)

2枚
1/2個
1/4個 ☆作り方☆
① ピーマン・玉ねぎを千切りにする。
1/2缶
大さじ1 ② ①とコーン・シーチキンを炒め、ケチャップで調味する。
大さじ1 ③ 食パンに②を塗り、とろけるチーズをふりかける。
④ トースター(オーブン)で焼いて、出来上がり♡
適量

乳アレルギーのお子さんは、とろけるチーズをマヨドレに変えてもおいしく作れますよ★

令和４年７月
旭町保育園
西山彩良

＜糖分のとりすぎに気をつけましょう！＞
ジュースなどの甘味は生理的に好む味のため、子どもにとってはおいしい飲み物です。ジュー
スで水分補給をすると、糖分のとりすぎになります。ジュースではなく、お茶や水で水分補給す
る環境を作りましょう。
食品１００ｇ中に含まれている糖質

【糖類の１日当たりの目安量】
・１～２歳児 ３～５ｇ
・３～５歳児 ５～１０ｇ
・成人 ２５ｇ

野菜ジュース
５ｇ→角砂糖（１つ
３ｇ）にすると…
1.6こ

100％ジュース 飲むヨーグルト
12ｇ
１１ｇ
3.6こ

4こ

アイスクリーム
22ｇ
7.3こ

普段口にしているジュースやアイスクリームには、こんなにたくさんの糖類が含まれているん
ですね！おやつを食べる時には意識するようにしてみましょう。

＜夏の塩分の摂取について＞
夏は、熱中症予防に塩分を摂取したほうがいいというイメージがありますが…
・基本的には通常の食事で不足することはなく、むしろとりすぎの傾向があります。
・味の濃い食事に慣れると、生涯を通して塩分摂取量が多くなる可能性があります。
生活習慣病予防のために、夏でも食塩の摂取量は目標量以上にならないよう、薄味を心がけま
しょう。
【食塩の１日当たりの目標量】
・１～２歳児 ３ｇ未満
・３～５歳児 ３．５ｇ未満
・６～７歳児 ４．５ｇ未満
・成人 男性 ７．５ｇ未満
女性 ６．５ｇ未満

食品（１食分）に含まれている塩分

食パン
０．７ｇ

みそ汁
１．２ｇ

ハンバーガー
１．４ｇ

ラーメン
５．６ｇ

また、熱中症対策にはこまめに水分をとることがとても大切です。小さな子どもは、自分での
どが渇いたことを伝えることができません。大人が注意して見守りましょう。遊びの途中でも水
分補給することを習慣にして、夏を元気に過ごしましょう！

＜お気に入りの水筒でお茶を飲んでいます☆＞
３歳以上児は、水筒持参にご協力いただき、ありがとうございます。お外にも持って行き、こま
めに水分補給をするようにしています。みんな、自分のお気に入りの水筒を「みてみて～！」と見
せてくれますよ♪2歳児は7月中旬頃より、水筒持参をお願いします。
3歳未満児は、園でお茶を提供しています。たくさん遊んだあとは、ゴクゴクと飲んで「おかわ
り！」という子もいますよ。
お気に入りの水筒だよ！

たくさん走って
遊んだよ！

ふたば組さん
じょうずに
コップがもてるね！

給食だより6月号

令和4年６月
旭町保育園
早川円香

乳幼児期は、自分で食べることができるようになるための大切な時期です。離乳食から幼児食
まで、子ども達が食べている様子をしっかり見ながら、食べる機能の発達を促していきましょう。
園でも、食事の時間に各クラスへ様子を見に行っています。年齢に合った切り方や固さなど、食
べている様子からわかることがたくさんあります。
お家でも、お子さんの食べている様子から、新しい発見があるかもしれませんね。

「自分で食べる」を育てるポイント
離乳食～１歳児

２歳児～５歳児
①体をいっぱい動かしましょう

①空腹を感じさせましょう
食事やおやつ、ミルクの感覚が短いと、空腹
を感じることができません。食事と食事の感覚
は３～４時間あけると、空腹を感じやすくなり、
食事への意欲につながります。

②歯がどのくらい生えている
かを見てみましょう
歯の生え方や生えている本数によって、食べ
やすさも変わります。月齢よりも、歯の状態や
食べ方で食事の形状を変えてあげましょう。
食材の大きさや固さ、調理方法など、わから
ないことがありましたら、栄養士や担任に気軽
にお声がけください。

③手づかみで食べることを取り入れましょう
自分が食べるものに興味を持つには、「触
る」ことが大切です。大人でも、知らないもの
を食べる時には抵抗がありますよね。
手で持って口に入れる動作は、五感を使うこ
とから食への意欲につながります。
また、自分の一口サイズが分かるようになる
ので、詰め込みすぎや丸飲みの予防にもなりま
す。

たくさん遊んで
お腹すいたよ！
今日のごはんは
なにかな？
お茶碗を上手にもって・・・
お汁をゴクゴク！

体を動かして遊ぶと、空腹を感じやすくなり、食
事への意欲につながります。
体を使うことで、噛む力も発達します。

②スプーンやお箸を上手に使う力をつけましょう
スプーンやお箸を上手に使えるようになると、自
分で食べる喜びに繋がります。
とはいえ、使い方を教えても上手になるわけでは
ありません。指の力の入れ方、手首の回し方など、
「道具で食べる」ことは手の発達が上手くいってい
ないと、難しいものです。
日頃の遊びや生活の中で、「ボタンをとめる」
「ふたをあける」などの動作から、指先の力の入れ
方が分かったり、手首を回す動作をおぼえたりでき
ます。
手や指の力の入れ方が分かると、スプーンやお箸も
使いやすくなりますよ。

③食べる環境を整えましょう
食事をする環境に注意しましょう。テレビを見
ながらや食卓の周りにおもちゃがあると、食事に
集中しにくくなります。食事に集中できていない
と、噛む回数が少なかったり、水分で流し込んだ
りすることが多くなります。
食事について会話をしながら食卓を囲むと、食
事もよりおいしいものになりますね。

給食だより５月号

令和４年５月
旭町保育園
西山 彩良

新年度がスタートして１か月が経ちました。新しい生活には慣れましたか？子ども達は毎日
元気いっぱいに遊び、昼食やおやつをたくさん食べてくれています。
さらに元気に１日を過ごすために、栄養のはたらきを知り、バランスのよい食事を心がけま
しょう。

すききらいせずに
たべているかな？

きいろのグループ
（つよいちからが でる）
おもにエネルギーになり、糖質や脂質を
多く含む食品
ごはん、パン、いも類、油、砂糖など

この３色を
バランスよく
たべよう！

あかのグループ
（じょうぶなからだを つくる）

みどりのグループ
（びょうきから まもってくれる）

おもに体をつくるもとになり、たんぱ
く質やカルシウムを多く含む食品
魚、肉、卵、乳製品、豆類、海藻など

おもに体の調子を整え、ビタミンやミネ
ラルを多く含む食品
野菜、きのこ類、くだものなど

この３色の色分けは、正面玄関から入って階段下右側のホワイト
ボードにも掲示しています。毎日、給食に入っていた食材をグループ
ごとに分けて貼っています。
「この野菜、食べられたかな？」など、給食についてお子さんと話し
ていただく機会になればいいなと思っています♪

1食あたりのごはんの目安量
かえで組は４月から昼食に白ご飯をお家から持ってくるようになりましたね。以上児クラスが普段
昼食にどのくらいの量のごはんを持ってきているかの調査を行いました。

クラス
3歳児クラス
4歳児クラス
5歳児クラス

目安量
100g
110g
120g

平均
100ｇ
101ｇ
116ｇ

食事のことで気になることなどあれば、
担任や栄養士に相談してくださいね♪

0.1.2歳児
先生に食べさせてもらっ
たり、自分で手づかみし
てみたり…
新入園児さんも落ち着い
て食べられるようになっ
てきました♪

年齢が上がるごとに少しずつ平均値が上がっていま
すが、みんなそれぞれに自分が食べきれる量を用意し
てきているということが分かりました。
また、「実際に食べている量が目安量より少ないけ
ど大丈夫かな？」と気にされる方もいるかもしれませ
んが、副食や汁物の栄養もあるので、食べきることが
できる喜びを味わうためにも、お子さんの“ちょうど
よい量”を話し合ってみてくださいね。

３歳以上児
スプーンやお箸を上手
に使えるように練習中
です！
かえで組は「新しいお
弁当箱だよ！」と見せ
てくれました。

給食だより4月号

令和4年4月
旭町保育園
栄養士 早川円香

ご入園、ご進級おめでとうございます。
食事は、お子さんの健やかな成長にとって、欠かすことのできない重要な役割を担っています。園では、
お子さんの味覚の発達のために薄味で素材の味を生かし、個々の成長や発達に合わせた食形態を工夫して
います。そして、旬の食材や郷土料理を取り入れ、「煮る」「焼く」「揚げる」「炒める」「和える」な
どバラエティーに富んだ調理方法で調理し、食の体験が豊かになるように工夫しています。また、衛生管
理を徹底して安全でおいしい食事を調理しています。
今月号では、園で提供している食事の内容についてお知らせします。毎月配布する献立表には、給食で
使用する食材を詳しく記載してありますので、ご家庭での献立とのバランスやお子さんとの給食の話題な
どにお役立てください。また、食材や献立について質問等ありましたら、いつでもお気軽にお声をかけて
ください。

離乳食
・個々の月齢や成長に合わせた
食形態、回数で提供します。
・家庭で食べたことのある食品
を提供するため、摂食表の記
載をお願いします。

1歳児クラス
・1日の栄養量の45％を提供
します。（昼食、午後間食）
・昼食と午後間食で十分に栄
が摂れるようになったので、
午前間食は水分補給の牛乳
のみ提供します。

2歳以上児クラス
・1日の栄養量の45％を提供
します。（昼食、午後間食）
・夏場は水分補給用に水筒の
持参をお願いしています。

・ご飯・・・・２歳未満児クラスは主食を提供します。（食物繊維などが豊富な大麦を入れています）
３歳以上児クラスは主食の持参をお願いします。週に１回手作りふりかけやカレーなど
の丼物がありますので、白米（または玄米や雑穀米）をお願いします
・おかず・・・主菜（魚・肉・大豆製品などがメイン）
副菜（野菜・キノコなどがメイン）
汁物（煮干し、昆布、かつおぶし、丸鶏がらでだしをとっています）
・間食・・・・牛乳
手作りおやつ・いも類・果物・菓子類
・お茶・・・・ビタミン、ミネラルが豊富なことから、麦茶を使用しています

主食（ごはん）量について
1日に必要なエネルギー量は、体格や活動量などにより算出しています。
3歳以上児では、持参していただくごはん量を1年に2回調査し、平均のごはん量で昼食の栄養量を計算し
ていますが、体格などによって食べられる量は違います。お子さんと相談をしながら、量の加減をしてくだ
さい。まずは食べられる量を持参していただき、食事の時間を楽しく過ごしてもらえたらと思います。
3歳未満児クラスのごはん量も、体格や活動量の違いから、お子さんに合わせてごはん量を調節しています。

