
４月　こんだてひょう 秦野市立こども園
(令和５年４月）

血や肉となる食品 働く力の基となる食品 体の調子を整える食品

（あか） （きいろ） （みどり）

乳児
主食

1 ツナカレー お菓子 牛乳　ツナ缶　チーズ ・米　じゃがいも　油 人参　玉ねぎ

土 15 牛乳 わかめサラダ 牛乳 カレールウ　小麦粉 わかめ　きゅうり

土 チーズ　　　　　　　(ﾊﾟｲﾝ缶) 三温糖 キャベツ　パイン缶

3 ポークチャップ お菓子 ・牛乳　豚肩ロース ・米　小麦粉　油 玉ねぎ　人参　小松菜

月 17 牛乳 野菜のごま和え ココアミルク ベーコン　スキムミルク バター　砂糖　白ごま キャベツ　ミカン缶

月 オニオンスープ　 (ﾐｶﾝ缶)

4 煮魚 マーラーカオ 牛乳　切り身魚　 ・米　砂糖　マカロニ キャベツ　人参　玉ねぎ

火 18 牛乳 ウインナーカレーソテー 牛乳 ウインナー　味噌 油　じゃがいも　小麦粉 オレンジ

火 味噌汁　　　　 　　(ｵﾚﾝｼﾞ) 卵　豆乳 三温糖

5 豆腐のつくね焼き ココアクリームサンド ・ヨーグルト　しぼり豆腐　卵 乾麺　パン粉　小麦粉 蓮根　人参　もやし

水 19 ヨーグルト もやしときゅうりのサラダ 牛乳 鶏挽肉　味噌　ロースハム 砂糖　片栗粉　油 きゅうり　トマト　ねぎ

水 うどん うどん汁　　　　　 (ﾄﾏﾄ) 鶏もも肉　スキムミルク　牛乳 ごま油　食パン　バター

6 鶏のから揚げ パイナップルケーキ 牛乳　鶏もも肉 ・食パン・マーガリン・ジャム きゅうり　人参　トマト

木 20 牛乳 マカロニサラダ 牛乳 ロースハム　スキムミルク 片栗粉　油　マカロニ コーン缶　玉ねぎ

木 粒々コーンスープ　(ﾄﾏﾄ) プレーンヨーグルト マヨネーズ　小麦粉　砂糖 パイン缶

7 鮭のかわりパン粉焼き ボンゴレ風スパゲティ ・牛乳　切り身魚　味噌 ・米　マヨネーズ　パン粉 キャベツ　人参　きゅうり

金 21 牛乳 春キャベツのフレンチサラダ 麦茶 ロースハム　豆腐　油揚げ 油　スパゲティ バナナ　小松菜　にんにく

金 味噌汁　　　　 　　(ﾊﾞﾅﾅ) あさり水煮缶　ベーコン

8 バーベキューチキン お菓子 牛乳　鶏もも肉　 ・米　砂糖　油　焼麩 人参　キャベツ　玉ねぎ

土 22 牛乳 野菜炒め 牛乳 豚肩ロース　味噌 パイン缶

土 味噌汁　　　　　　 (ﾊﾟｲﾝ缶)

10 豚肉と厚揚げの甘味噌炒め ゼリー、お菓子 牛乳　豚もも肉　厚揚げ ・米　ごま油　三温糖 キャベツ　にら　ごぼう

月 24 牛乳 ごぼうサラダ 牛乳 味噌　ロースハム マヨネーズ　白ごま 人参　きゅうり　ミカン缶

月 すまし汁　　　　　 (ﾐｶﾝ缶) スキムミルク 焼麩　ゼリー わかめ

11 ボールシューマイ フライドポテト 牛乳　豚挽肉　鶏挽肉 乾麺　ごま油　片栗粉 生姜　玉ねぎ　キャベツ

火 25 牛乳 キャベツのさっぱりサラダ 牛乳 卵　スキムミルク 油　じゃがいも きゅうり　コーン缶

火 うどん うどん汁　　　　　 (ﾄﾏﾄ) 鶏もも肉　なると トマト　ねぎ

12 白身魚の南蛮漬け きな粉トースト ・ヨーグルト　切り身魚 ・米　片栗粉　油 玉ねぎ　人参　ピーマン

水 26 ヨーグルト ひじきの炒り煮 牛乳 油揚げ　豆腐　味噌 白滝　砂糖　食パン 芽ひじき　オレンジ

水 味噌汁　　　　　　(ｵﾚﾝｼﾞ) きな粉　牛乳 バター 小松菜

13 麻婆豆腐 チーズ蒸しパン 牛乳　豚挽肉　豆腐 ・米　油　砂糖　ごま油 人参　ねぎ　生姜

木 27 牛乳 バンサンスー 牛乳 ベーコン　スキムミルク 片栗粉　春雨　小麦粉 にんにく　きゅうり　トマト

木 切干大根のスープ　(ﾄﾏﾄ) 卵　チーズ 切干大根

14 照り焼きチキン 洋風ずし ・牛乳　鶏もも肉 ・バターロール　砂糖 人参　きゅうり　レモン汁

金 28 牛乳 マセドアンサラダ 麦茶 スキムミルク　豚挽肉 じゃがいも　マヨネーズ バナナ　クリームコーン缶

金 コーンスープ　　　　 (ﾊﾞﾅﾅ) 卵 油　バター　小麦粉　米 コーン缶　玉ねぎ　海苔

※献立は都合により変更する場合があります｡  ・印は乳児のみ 　

※裏面もご覧ください。

昭和の日

３ 　時
乳　幼　児　副　食

昼    食
日曜 １０時

【今月の新メニュー】 ～マーラーカオ～

マーラーカオは中国風の蒸しカステラとも言われているパンです。マーラーカオの名前の意

味は「マーラー」の部分はマレーシア、「カオ」の部分はケーキを意味しています。マーラーカオ

は見た目からもふんわりとした食感が伝わるパンですが、食べるとしっとりした感触もあり、卵

と砂糖が効いた甘く優しい味わいが特徴的です。 参考資料：世界のパン図鑑HPより



給 食 だ よ り 令和５年４月
秦野市保育こども園課

ご入園、ご進級おめでとうございます。

期待が膨らむ新生活の始まりです。こども園の給食は、季節の地場産物を取り入れ、お子様の健やかな成長を願いながら、

心を込めて調理しています。ご家庭ではあまり食べ慣れていないものや、苦手な食べ物が出るかもしれません。始めのうちは慣

れない給食に戸惑い、食事が進まないこともあるかもしれませんが、食は心の糧でもあります。園生活に慣れ、先生やお友達と

一緒に楽しく食べることで食事の時間が待ち遠しくなったり、ホッとする時間になるように願っています。

〇１～２歳児

１日に必要な栄養量の５

０％程度を給食（おやつ含

む）でとることになります。

〇３歳以上児

１日に必要な栄養量の４

５％程度を給食（主食・おや

つ含む）でとることになります。

主食は、お子様に合った量

をお持ちください。

〇午後のおやつ

給食で足りない栄養量を補

うため、軽食に近い献立で、

週４日程度は手作りのおや

つを提供しています。

〇イベント

様々な行事やお誕生日会

に合わせた給食、おやつを

提供しています。行事の由来

などを食事から知ることで、

食育にも繋げています。

〇その他

かつお節や煮干しから出汁をとり、

塩分を控えめに、素材の味を活か

しています。

異なる味付けや様々な調理方法

の食事を組合わせた献立を心がけ

ています。

〇離乳食

乳児期は、口腔機能や

身体の成長・発達におい

て個人差が大きい時期で

す。

こども園では、食べる楽

しさを体験しながら、「食

べる力」を育めるよう、一

人ひとりに合った食事形

態で提供しています。

こども園の給食について

毎日の給食をサンプル

ケースに展示しています。

お迎えの時に見てください。

朝ごはんを食べよう

どうして朝ごはんを食べるの？

私たちの脳は、ブドウ糖をエネルギー源として使っていま

す。就寝中も脳はブドウ糖を消費するため、朝起きた時に

ボーっとするのは、ブドウ糖が足りなくなっているからです。

朝ごはんで脳と体を動かすエネルギーを補給し、１日をス

タートさせましょう。

朝ごはんと生活リズム

朝ごはんをしっかり食べることで、胃腸が刺激され排便の

習慣も身につくようになります。朝ギリギリまで寝ていると食

欲が出ないため、早寝・早起きが大切です。毎日３食の食

事を規則正しくとることで生活リズムづくりに繋がります。忙

しい毎日ですが、まずは「早起き」から始めてみましょう。

なかなか食べてくれない時は・・・

★起床後は、先に顔を洗い着替えるなど、朝ごはんまでの時間を空けま

しょう。 脳が目覚めることで、朝ごはんを美味しく食べることができます。

★夜ごはんは、就寝する２～３時間前までに済ませましょう。就寝中に食

べ物を消化しようとすると、睡眠の質を下げ、朝ごはんの食欲にも影響し

ます。

★忙しい朝ですが、家族と一緒に食べる機会を増やしましょう。誰かと同

じ食卓を囲むことで食欲も湧いてきます。

簡単、朝ごはん！

電子レンジを活用すると、目玉焼きや野菜スー

プ、雑炊など、手間のかかる食事も簡単に調理す

ることができます。味噌汁やスープに入れる食材

は前日に切っておき、朝は火を入れて味を調える

だけにしておくと簡単です。ヨーグルト、牛乳、

チーズ、トマト、バナナなど、そのまま食べられる

食品をプラスし、栄養バランスを整えましょう。

≪目安量≫

☆ごはん・・・１１０ｇ程度。

☆パン・・・６０ｇ程度。

（食パン６枚切１枚、バターロール１個半）

食パン（10枚切り）

スキムミルク

ピュアココア

片栗粉

砂糖

水

バター

今月の献立から

材料（４人分）

８枚

大さじ１と１/２

大さじ１

小さじ２

大さじ２

大さじ４（６０ｍｌ）

ココアクリームサンド

①鍋にスキムミルク、ココア、片栗粉、砂糖、水を入れてよく混

ぜておく。

②①を火にかけ弱火から中火で練り上げておく。

③とろみがついたら、バターを加える。

④食パンに③のココアクリームを塗る。


