
 

                

 

 

今年も残すところ 1 ヶ月となりました。4 月頃に比べると子供達は、心も身体も大きく 

成長し、寒さの中を元気一杯走り回っています。心と体の健全な成長の基本は、やはり「食」

にあります。間もなく冬休みに入りますが、ご家庭でも、このことを心に留めて、年末年

始に食生活が大きく乱れないよう、家族揃って元気に良い新年をお迎え下さい。 

 

                  子供の『食』Ｑ＆Å 

Q. 食に対して興味がないのですが… 

A. 調理の手伝いをさせて下さい。 

配膳の準備、下ごしらえ、野菜を洗う、切る、混ぜる、ゴマを擂るなど、食材を自 

分で調理することで、食に対する親しみと感謝の念が深まります。ご家庭で食材に 

触れる機会を、出来ることから少しずつやってみましょう。 

 

Q. 食事に集中しないのですが… 

A. 食事と食事の間隔はあいていますか？空腹でない状態で食卓につくと、遊び食べや 

ムラ食いの原因になります。また、間食の与え過ぎも考えられますので、外で十分 

に体を動かして遊び、食事の時は、テレビを消して家族の会話を楽しみましょう。 

 

料理教室のお知らせ １２月６日（水）年長組  全クラス 

※下線部を実習します 

冬野菜の味噌汁                           

材料：牛蒡、大根、人参、にら、味噌 

① 前日に昆布、いりこ、干し椎茸で出汁をとる。 

② 牛蒡、大根、人参を切る。 

③ 出汁で牛蒡、大根、人参を軟らかく煮る。煮えたらにらを加え、 

味噌を溶き入れて出来上がり。 

 

ほうれん草の白和え 

材料：ほうれん草、人参、木綿豆腐、味噌、黒砂糖、胡麻 

①  すり鉢で胡麻を擂り、中に木綿豆腐と味噌、黒砂糖を入れよくなじませる。 

②  茹でて絞ったほうれん草、人参を入れて和えたら出来上がり。 
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浅川幼稚園 

平成 29年 12月 

 
栄養士 川野智美 

冬休みの間も 食前、食後の言葉を忘れずに‼ 

食前 …『天地の恵みと多くの人々の働きに感謝して命の源を謹んでいただきます』 

食後 …『ごちそうさまでした』 

 

 

 



日 曜   献 　　立　　 名

ひじき御飯 発芽玄米 ひじき 人参 塩麹

根菜の煮物 蓮根 牛蒡 里芋 人参 干し椎茸 いんげん豆 薬膳だし

味噌汁 木綿豆腐 玉葱 大根 水菜 出汁昆布 いりこ

人参納豆 糸引き納豆 人参 にら しらす干し 胡麻

玄米御飯 発芽玄米 塩麹

ドライカレー じゃが芋 人参 玉葱　　トマト 高野豆腐 いんげん豆 生姜　味噌 にんにく　カレー粉

豆乳スープ 豆乳 南瓜 水菜 玉葱 人参 いりこ 薬膳だし

にら納豆 糸引き納豆 にら 人参 胡麻

人参御飯 発芽玄米 人参 塩麹

さつま芋の白和え さつま芋 木綿豆腐 味噌 胡麻

味噌汁 大根 人参 牛蒡 水菜 生姜 いりこ 出汁昆布

キャベツ納豆 糸引き納豆 キャベツ 塩昆布

牛蒡御飯 発芽玄米 牛蒡 油揚げ しらす干し 塩麹 薬膳だし

ひじきの煮物 ひじき 人参 玉葱 厚揚げ いんげん豆

味噌汁 えのき茸 玉葱 ほうれん草 大根 出汁昆布 いりこ

山芋納豆 糸引き納豆 山芋 梅酢

生姜梅御飯 発芽玄米 生姜 梅干し 塩麹

焼き魚(鯖） 鯖

味噌汁 玉葱 水菜 人参 えのき茸 出汁昆布 いりこ

五目豆 大豆 牛蒡 こんにゃく 人参 蓮根 いんげん豆 薬膳だし

さつま芋御飯 発芽玄米 さつま芋 塩麹

白菜と豆腐のクリーム煮 白菜 人参 玉葱 木綿豆腐 しめじ 豆乳 ブロッコリー　片栗粉

味噌汁 わかめ 玉葱 牛蒡 人参 出汁昆布 いりこ

ひじき納豆 糸引き納豆 ひじき 人参 ねぎ 胡麻

わかめ御飯 発芽玄米 わかめ 塩麹

牛蒡とこんにゃくの煮物 牛蒡 突きこんにゃく 人参 玉葱 いんげん豆 薬膳だし

味噌汁 里芋 人参 大根 ねぎ 　生姜 出汁昆布　 いりこ

さつま芋納豆 糸引き納豆 さつま芋 胡麻

ひじき御飯 発芽玄米 ひじき 人参 塩麹

ほうれん草の白和え ほうれん草 人参 木綿豆腐 味噌 黒砂糖 胡麻

味噌汁 さつま芋 玉葱 にら 出汁昆布 いりこ

人参納豆 糸引き納豆 人参 ねぎ

きのこ御飯 発芽玄米 えのき茸 しめじ 油揚げ 塩麹

焼き魚(ししゃも) ししゃも

味噌汁 大根 牛蒡 人参 水菜 生姜 出汁昆布 いりこ

ポテトサラダ じゃが芋 人参 木綿豆腐 玉葱 いんげん豆 味噌　黒砂糖 米酢

小豆御飯 発芽玄米 小豆 塩麹

切干大根の煮物 切干大根 玉葱 人参 干し椎茸 いんげん豆 昆布

月 味噌汁 木綿豆腐 人参 わかめ 水菜 玉葱 生姜 出汁昆布　　いりこ

南瓜納豆 糸引き納豆 南瓜 胡麻

※　  野菜の納品の関係により、献立が変わることがあります。ご了承下さい。

　　『一人分』

　　材料　…　A（　白菜１枚、　人参1/4本、　玉葱中1/2個、　しめじ1/4パック、　だし汁１カップ　）

　　            豆腐1/4丁、　豆乳1/2カップ、　リンケッツ（大豆加工品）4本、　塩少々、　こしょう少々、　片栗粉・水　各大さじ1/2
　　　※幼稚園では、リンケッツは使用していません。

　　作り方 … ①　白菜は縦半分にして3cm長さに、人参は輪切り、玉葱は半分にして薄切りにする。

　　　　　　　　②　しめじは小房にわけ、1～2cm長さに切り少量の酒と塩をふっておく。

　　　　　　　　③　鍋にAを合わせて火にかけ、沸騰したら中火にして2～3分炊き、豆乳と豆腐を加えて調味し、1～2分煮る。

　　　　　　　　④　水溶き片栗粉でとろみをつけ、味を調えて器に盛る。
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