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「受け入れる」 

 いよいよ運動会が近づいてまいりました。先週の金曜日に予行練習を見せていただきました。演技そのも

のは決して「うまい！」と言えないかもしれませんが、日頃から子どもの成長の過程を見ていると「成長し

ているな！」と嬉しくなります。当日が楽しみです。 

 

 さて、最近、出合った本を紹介します。 

「こころの深呼吸」気づきと癒しの言葉 366 片柳弘史（教文館） です。 

片柳弘史さんは 1971 年生まれで 1994～95 年インドの西ベンガル州のコルカタにてボランティア活

動されていました。マザー・テレサから神父になるように勧められ、1998年にイエズス会に入会され、現

在は山口県で教会の神父、幼稚園の講師、刑務所の教誨師として働かれています。 

  

 この本は、一日一テーマ、366 日分の短い文章で書かれたもので、読みやすく、様々な気づきや癒しを

与える言葉が連ねられています。その中の「受け入れる」という文章を紹介しましす。 

 

受け入れる 

弱くて欠点だらけの自分自身を、 

それでもかけがえのない大切な命として 

受け入れることができたなら、 

同じように弱くて欠点だらけの相手を 

それでもかけがえのない大切な命として 

受け入れることができるようになるでしょう。 

 

 特に若いうちは自分の言葉や行動が相手に対してどのように映っているのか分からないものですが 

いろいろな人生の中で苦しい体験、行き詰まり、失敗などを積み重ねていくとだんだんと自分の弱さや欠点

に気づいていくようになります。そして、生きるということは、そのことを受け入れていくことなんだと思

うようになります。 

それは決して開き直りや諦めではなく、一見完成されたように見える人でさえ、それぞれに弱さや欠点が

あることを知ります。そして、そのことが自覚できれば、他の人に助けを求めることもできるし、他の人に

やさしくなり、困っている人も助けることができます。 

そうして、人は一人で生きているのでなく、互いに助け合いながら生きていくことが大切なのだと思うよ

うになります。 

 自分の弱さや欠点がコンプレックスになって、自分の不足していることを自分の子どもに押し付けたり、 

責任を他者に転嫁してしまうのは、弱くて欠点だらけの自分をそれでも大切な命として受け入れることがで

きないからかもしれません。 

 そんなことを感じながら読んでいました。この本は様々な気づきと癒しを与えます。 

是非一度手に取ってみてください。 

2019年 10月 1日 

園 長 中田一夫 

 



１０月の行事予定 

４日・１１日・１８日・２５日（金）１０：００～ 幼児礼拝 

５日（土） 第４１回みどり野保育園運動会 

時間 ９：３０～１２：００ 場所 難波の梅小学校体育館 

   ◎普通保育はありません。 

１２日（土） １０：００～１４：００ 卒園児の集い                                            

１４日（月） 体育の日・休園 

１６日（水） 芋掘り遠足(ぺんぎん・らっこ・いるか・くじら)  

※雨天：中止 いるか・くじらは昆虫館に行きます ※給食有ります 

１８日（金） 誕生日会 

２２日（火） 即位礼正殿の儀・休園 

２４日（水） 避難訓練 

 １５:１５～ 内科検診 

２５日（金） お弁当日（幼児のみ） 

 ※４・５歳児園外保育…「虫取り大作戦」西宮名塩木之元 

 ※雨天時は１１月に延期します。 詳しくは後日案内を配布します。 

２９日（火） ５歳児オールあまっこ交流会（中央地区保育園の就学児同士の交流） 

 

 

                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

   

～「保護者と職員の会」だより～ 

９月の秋祭りでは残暑厳しい中、準備・店番・片づけ等保護者の皆様のご協力を得て無事に終えることが

出来ましたこと感謝しています。今年のアンケートを参考に次年度の秋まつりを考えていきたいと思います。

ご協力ありがとうございました。今月の運動会に向けての参加賞の準備をしています。子ども達も「次は運

動会！」と色々な活動に意欲的に取り組んでいるようです。運動会を一緒に楽しみましょう！ 

 

運動会も終わった後の中旬 15日（火）～25日（金）の

期間で 5歳児の個人懇談を行います 

一家庭 15 分程度の予定で、お子さんの園での様子

をお伝えし、お家での様子等もお伺いしながら、 

お家の方と一緒にお子さんの成長を、見守っていきた

いと思っています。予定表を用意致しますので 

ご都合のよい日程を選んで、ご記入ください。 

お忙しいことは存じますが、ご協力の程よろしく 

お願いいたします。    5 歳児担当 

秋の健康診断 

（武田内科小児科） 

  ２４日（木）15:15～ 

当日お休みされた場合、後日園医

武田医院に直接受けに行って 

頂きますのでご了承下さい。 

☆3･4･5 歳児運動あそび☆ 

  1 日・15 日（火） 

10:00～12:00 

動きやすい服装・足にあった 

運動靴で登園して下さい。 

   

 

☆園庭開放☆ 

毎週水曜日 AM9:30～11:00 

地域の 0～5歳児親子対象です。 

園児と一緒に園庭で自由に遊んで頂きます。 

ご近所の方を、ぜひお誘いください。 

※５日(土)の運動会にも参加して頂けます。 

参加希望の方は、保育園(06-6401-2246)まで

事前にお申込み下さい。  (場所:難波の梅小学校) 

 

 

〈尼崎教会バザーのご案内〉 

日時：11 月 1０日（日）11:00～14:00 

場所：尼崎教会（東難波町 3 丁目 11-7） 

ただいま献品を受け付けています！ 

・子ども服他、中古衣料(洗濯済みの物) 

・生活雑貨(食器、タオル、かばん、靴、 

アクセサリー、石鹸、洗剤 等・・・) 

ご家庭で眠っているものがありましたら保育園 

までお持ち下さい。尚、電化製品、大型家具は 

一切受付け出来ませんのでご了承ください。 

みんなでバザーを楽しみましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

10 月生まれのおともだち 

        おめでとう！ 

こにしいとさん    ６さい 

すえむらみおさん   ６さい 

かきぞえりみさん   ５さい 

いちいはるかさん   ５さい

きたおかあゆなさん  ４さい 

ほりゆのさん     ４さい 

たかはしりつきさん  ３さい 

 

 



★はお楽しみメニュー

牛乳 ▲牛乳

お好みねぎ焼き 小麦粉・油

じゃが芋のスープ煮 さつま揚げ・青ねぎ

大豆サラダ ●卵・かつお節

ごはん お好み焼きソース

味噌汁

鶏肉の塩こうじ焼 牛乳 ▲牛乳

かぼちゃの味噌煮 お麩の おつゆ麩

昆布イリチー チーズスナック 粉チーズ・塩

ごはん オリーブ油

すまし汁

他人丼 牛乳 ▲牛乳

ちくわと白菜のゆかり和え 秋の 寒天・砂糖

味噌汁 フルーツポンチ 柿・梨

フルーツ（オレンジ）

白身魚の甘辛煮 牛乳 ▲牛乳

ベーコンと野菜のソテー ミルククリーム ▲食パン

さつま芋の天ぷら サンド ▲牛乳・砂糖

ごはん 片栗粉

味噌汁

牛乳 ▲牛乳

野菜ホットケーキ 小麦粉・砂糖

ごぼうサラダ 油・野菜ジュース

ひじき煮 ベーキングパウダー

ごはん

味噌汁

炒り豆腐 牛乳 ▲牛乳

ブロッコリーともやしのおかか和え スイートポテト さつま芋・砂糖

ごはん ▲バター・●卵

スープ

フルーツ（パイン）

牛乳 ▲牛乳

ホットドッグ ▲ホットドッグパン

ちくわとほうれん草のソテー ●ウインナー

麦入りごはん キャベツ・塩

味噌汁 油・ケチャップ

フルーツ（りんご）

サケの焼南蛮 牛乳 ▲牛乳

ブロッコリーのごま和え 白玉だんご 白玉粉・上新粉

高野豆腐の卵とじ 黒ごまきなこ 黒ごま・砂糖

夕焼けごはん 豆腐・きな粉

味噌汁 塩

牛乳 ▲牛乳

そぼろおにぎり 米（国産）

がんもの煮物 鶏ミンチ・コーン

フルーツ（オレンジ） 油・醤油・みりん

砂糖・塩

牛乳 ▲牛乳

ビスケット アスパラガス

じゃが芋の旨煮 ビスケット

味噌汁

牛乳 ▲牛乳

ヨーグルトゼリー ▲ヨーグルト・▲牛乳

ツナサラダ 砂糖・ゼラチン

フルーツ（バナナ） ▲ホイップクリーム

いちごジャム

揚げ鶏の味噌がらめ 牛乳 スパゲティ・油

さつま芋のあおさ焼 和風あん まぐろフレーク・玉ねぎ

春雨サラダ スパゲティ 人参・しめじ・醤油

ごはん 塩・かつおだし

すまし汁 オリーブ油・片栗粉

9 水

・ケチャップ・チキンコンソメ

牛肉ときのこのうどん

サバのカレー風味揚げ

肉じゃが
・油・砂糖

五目寿司

カレーライス

10 木

水

3 木

4 金

パイン缶

16 水

11 金

15

日
曜
日

火

12 土

緑◇　からだの調子を整えるもの黄◇　力や体温となるもの 赤◇　　血や肉になるもの

原材料

1 火

8 火

2

白菜・いんげん・ワカメ

米（国産）

チキンコンソメ

油・砂糖・ごま油 豆腐・豚肉・●卵 玉ねぎ・人参・ピーマン・しめじ・生姜 醤油・みりん・酒

ブロッコリー・もやし 醤油・みりん・かつおだし

しらす干し・豚ミンチ 穀物酢・塩・醤油れんこん・人参・いんげん

オクラ

チキンコンソメ

高野豆腐・●卵

・青ねぎ・だし昆布

かつお節

米（国産）

大根・小松菜・玉ねぎ かつおだし・醤油・塩

献立名
穀類・油脂類・砂糖類・いも類 野菜類・藻類・くだもの類

赤味噌・白味噌 かつおだし茄子・もやし・小松菜

材　　料

麩

米（国産）・押麦・砂糖

油

米（国産）

米（国産）

じゃが芋

かつおだし・みりん・酒・醤油玉ねぎ・人参

かつおだし・醤油・塩しめじ・みつば

人参

サケ小麦粉・油・砂糖・油

牛肉・牛肉

米（国産）

油 ちくわ

砂糖

米（国産）・押麦

じゃが芋・糸こんにゃく

米（国産）・砂糖・砂糖

白ごま

油・砂糖

小麦粉・油・砂糖・片栗粉

巻麩

米（国産）

うどん

じゃが芋・砂糖

赤味噌・白味噌

マヨドレ

米（国産）

うす揚げ

醤油・みりん・酒・かつおだし

かつおだし・醤油

かつおだし

ブロッコリー・人参

豆腐・赤味噌・白味噌 かつおだし小松菜・まいたけ

かつおだし

チキンコンソメ

かつおだし玉ねぎ・ほうれん草

かつおだし・醤油・酒ひじき・人参

ごぼう・きゅうり・コーン 醤油

塩・赤ワイン風調味料・ウスターソース

かつおだし・醤油・みりん・酒生姜

人参・もやし・グリーンアスパラガス

かつおだし・みりん

かつおだし・醤油・みりん・酒

オレンジ

うす揚げ・赤味噌・白味噌 かつおだしワカメ・まいたけ

小麦粉・油 サバ

赤味噌

こんにゃく・油・砂糖

ちくわ

鶏肉

マヨドレ きゅうり・キャベツ・コーン

砂糖

玉ねぎ・人参・青ねぎ

さつま芋・小麦粉・油

赤味噌・白味噌

白菜・チンゲン菜・ゆかり

ホキ

豆腐・赤味噌・白味噌

麩

油

片栗粉・砂糖

かつおだし・醤油・酒

牛肉 玉ねぎ・人参・しめじ・えのきだけ かつおだし・醤油・みりん・塩

砂糖

オレンジ

・みりん・かつおだし・きざみのり

キャベツ・オクラ・コーン・レモン果汁

▲バーモントカレー

いんげん一口がんも・さつま揚げ

かつおだし・醤油・みりん・酒

・カレーフレーク

米（国産）・押麦 牛肉

バナナ

・じゃが芋・油

玉ねぎ・人参

砂糖・オリーブ油 まぐろフレーク

春雨・油・砂糖 ちくわ きゅうり・人参 穀物酢・醤油

片栗粉・油・砂糖 鶏肉・赤味噌

さつま芋・油 あおさのり 塩

醤油・みりん・かつおだし

穀物酢・塩・醤油

茄子・えのきだけ・青ねぎ

きざみ昆布・切干大根・人参 醤油・みりん・かつおだし

塩こうじ

赤味噌・白味噌

その他

りんご

●/▲ベーコン

かぼちゃ・いんげん

豚肉・●卵

献立名

塩

魚類・肉類・豆類・乳類・卵類

大豆

穀物酢・醤油

チキンコンソメほうれん草・キャベツ

玉ねぎ

塩・カレー粉・▲デミグラスソース

おやつ

人参

わかめ・ほうれん草

グリーンピース

醤油・みりん・かつおだし

・ケチャップ・醤油・チキンコンソメ
鶏肉のバーベキューソース

7 月

かつおだし大根・小松菜

鶏肉

２０１９年 １０月度 みどり野保育園メニュー

＜注意事項＞

1）アレルギーについて

①卵を含む食品に●印を、乳を含む食品に▲印をつけています。

②そば・落花生の入った食材は使用しておりません。

2）0～2歳児は昼食に牛乳を飲みます。

3）材料の都合により、献立が一部変更になる場合もありますので、ご了承下さい。



５８９Kcal

２１.８g

１７.８g

２４１mg

アジの煮付け 牛乳 ▲牛乳

かぼちゃのバター焼 大学芋 さつま芋・油

チンゲン菜の納豆和え 砂糖・黒ごま

ごはん

味噌汁

チキンソテー 牛乳 ▲牛乳

和風きのこソース クラッカーの クラッカー

ポテトフライ フルーツのせ ▲ホイップクリーム

チーズサラダ みかん（缶詰）

ごはん パイン（缶詰）

味噌汁 ぶどう

フルーツ（柿）

けんちんうどん 牛乳 ▲牛乳

平天とアスパラのソテー せんべい ぽたぽた焼

フルーツ（オレンジ）

鶏肉とごぼうの柳川風煮 牛乳 ▲牛乳

しらすとブロッコリーのサラダ ぶどうかん 寒天・砂糖

ごはん ぶどうジュース

味噌汁

フルーツ（黄桃）

サケフライ 牛乳 ▲牛乳

ウインナーと野菜のソテー フレンチトースト ▲食パン

かぼちゃのスープ煮 ●卵・▲牛乳

麦入りごはん 砂糖・▲バター

味噌汁

牛乳 ▲牛乳

昆布おにぎり 米（国産）

白菜のさっぱり和え 塩昆布

かぼちゃの甘煮

フルーツ（梨）

幼児お弁当日 牛乳 ▲牛乳

白身魚のトマト煮 黒糖ちんすこう 小麦粉・油

さつま芋と昆布の煮物 黒砂糖・砂糖

大根サラダ 塩

ごはん

味噌汁

中華丼 牛乳 ▲牛乳

ちくわともやしの梅風味和え ビスケット ▲エースコイン

汁ビーフン 　ビスケット

ハムとほうれん草の 牛乳 ▲牛乳

オムレツ きなこパン ▲ロールパン

じゃこ大豆 油・きな粉

こんぶサラダ 砂糖・塩

ごはん

スープ

サバのごま煮 牛乳 ▲牛乳

じゃが芋のマヨ焼 ドロップクッキー 小麦粉・砂糖

チンゲン菜ともやしの和え物 レーズン・●卵

ごはん ▲無塩バター

味噌汁

鶏肉のあおさフリッター 牛乳 ▲牛乳

さつま芋の旨煮 あずきマフィン 小麦粉・砂糖

きんぴらごぼう ▲無塩バター

麦入りごはん 小豆（缶詰）

味噌汁 ベーキングパウダー

牛乳 ▲牛乳

りんごの りんご・砂糖

コンポート レモン果汁

フルーツ（オレンジ）

・ケチャップ

パンプキンシチューライス

カラフルサラダ

18 金

月28

月

31 木

26

火

21

土

17 木

19 土

23 水

24 木

日
曜
日

砂糖・オリーブ油 ●/▲ハム

さつま芋

サバ

29

納豆

砂糖

小麦粉・パン粉・油

米（国産）

醤油・みりん・酒

サケ

片栗粉・白ごま

うす揚げ・赤味噌・白味噌

赤味噌・白味噌

フライドポテト・油

▲チーズマヨドレ

米（国産）

チンゲン菜・人参・塩昆布 醤油

かつおだし

かぼちゃ

白菜・もやし・しめじ

コーン・きゅうり・人参 塩

エリンギ・しめじ

エネルギー

蛋白質

脂質

カルシウム

魚類・肉類・豆類・乳類・卵類

油・砂糖・片栗粉 鶏肉

赤◇　　血や肉になるもの

米（国産）

巻麩 赤味噌・白味噌

グリーンアスパラガス・玉ねぎ

小松菜・白菜

しらす干し油・砂糖

米（国産）・押麦

米（国産）・油

・コーン・レモン果汁

梨

・人参・玉ねぎ

▲クリームシチューの素

オレンジ

玉ねぎ・ほうれん草

穀物酢・塩

かぼちゃ

チキンコンソメキャベツ・えのきだけ・青ねぎ

醤油・みりん・かつおだし

砂糖 さつま揚げ 穀物酢・醤油・みりん白菜・コーン

油 ●卵・▲牛乳・●/▲ハム

鶏肉

チキンコンソメかぼちゃ・グリーンピース

醤油・中華だし・塩玉ねぎ・人参・チンゲン菜・もやし

赤味噌・白味噌 かつおだし

塩

白菜・えのきだけ・青ねぎ

米（国産）・押麦

ウインナー チキンコンソメほうれん草・玉ねぎ・人参

黄桃{缶詰｝

かつおだし・醤油・みりん・酒ごぼう・玉ねぎ・みつば

かつおだし

醤油・穀物酢ブロッコリー・人参

オレンジ

▲バター

かつおだし大根・ワカメ

チキンコンソメ

鶏肉・●卵

大根・人参・青ねぎ・だし昆布

油

こんにゃく・砂糖

油

ラーメン・油・ごま油

鶏肉・▲牛乳

赤味噌・白味噌

30 水 ごぼう・人参・ピーマン

塩

醤油・みりん・かつおだし

あおさのり

麩

小麦粉・▲天ぷら粉・油

油・砂糖

米（国産）

グリーンピース・かぼちゃ

キャベツ・きゅうり・赤パプリカ

塩・チキンコンソメ

油・砂糖 しらす干し・大豆 醤油・酒

醤油・穀物酢・みりん

大根・小松菜

鶏肉・▲牛乳

かつおだしうす揚げ・赤味噌・白味噌

原材料

中華だし・醤油・塩

きざみ昆布・ブロッコリー・人参

かつおだし・醤油・みりん・酒

材　　料
黄◇　力や体温となるもの

砂糖

塩

うどん

柿

さつま揚げ

かつおだし・醤油・みりん・塩豚肉・厚揚げ

おやつ

献立名

献立名
その他

緑◇　からだの調子を整えるもの

穀類・油脂類・砂糖類・いも類

生姜 醤油・酒・かつおだし

野菜類・藻類・くだもの類

アジ

ビーフン

米（国産）

まいたけ・黄パプリカ

醤油・みりん・かつおだし

砂糖・ごま油

じゃが芋・マヨドレ・油

チンゲン菜・もやし・人参

かつおだし白菜・ワカメ

醤油・みりん・かつおだし

・オイスターソース

米（国産）・油・片栗粉 豚肉 白菜・玉ねぎ・人参・いんげん 中華だし・醤油・塩

ちくわ もやし・小松菜・しそ練り梅

とり醤油ラーメン

小麦粉・オリーブ油 ホキ にんにく・トマト 塩・ケチャップ・白ワイン

さつま芋・砂糖 きざみ昆布 かつおだし・醤油・酒

大根・きゅうり・赤パプリカ 醤油・穀物酢

米（国産）

油・砂糖
25 金

うす揚げ・赤味噌・白味噌 玉ねぎ・しめじ かつおだし

★



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 年 10 月号 

給食だより 
食べ物がおいしい季節。新鮮な旬の食材が店頭に並んでいると買い物が楽しくなりますね。買

い物をするときは、産地や原材料を気にしていますか？店頭にはどのような表示がされている

か、手に取った食品の包装には何が書いてあるか、気にして見てみましょう。 

知っておきたい食品表示 

自分の口に入る食べ物がどういうものなのか、知って食べるのと知らずに食べるのとでは 

食への関心が大きく変わります。「食」は子どもの成長だけでなく、これからの日本の未来、 

世界経済にも大きく関わってきます。食を通していろんなことを知り、食べ物への感謝を 

育みたいですね。 

●「ゼロ」と「オフ」は違う？ 

●「カルシウムたっぷり」とは？ 

●「国産品」は日本で作られたもの？ 

● 「消費期限」過ぎても食べられる？ 

● 「

消費期限」過ぎても食べられる？ 

（新食品表示法が 2015 年 4 月に施行されました。現在は猶予期間で、来年 4 月に完全移行となります。） 

カルシウムが食品表示法の栄養強調表示の基準値 

（食品 100g当たり 204mg）以上含まれている。 

合挽き肉や焼肉セット、タレ漬けした肉、乾燥椎茸、 

緑茶、もち、こんにゃくなどは、国産品が重量の割

合の５０％以上であれば、『国産品』と表示できる。 

『消費期限』は５日以内に食べないといけない食品が

多く、期限を過ぎたら食べないほうが良い。 

（厚揚げやゆで麺、混合カット野菜、鮮魚など） 

一方、『賞味期限』はおいしく食べることができる 

期限なので、過ぎたからとすぐ捨てなくてもＯＫ！ 

袋を開けたとき、色やにおい、味などを確認して 

異常がなければ食べることができる。 

（豆腐、卵、納豆、練製品、乳製品、乾物など） 

どちらの場合も開封した

ら期限にかかわらず 

早めに食べましょう。 

質問：下記の飼育期間の牛肉は国産品表示？ 

Ａ国 6 ヶ月→Ｂ国 7 ヶ月→日本 8 ヶ月 

答え：「国産品」表示です。 

糖質の場合、『ゼロ』は食品１００ｇに含まれる糖質が 

０.５ｇ未満。「ノン」「レス」「無」とも表示できる。 

糖類ゼロと糖質ゼロは違い、糖類ゼロは砂糖が入ってい

ないだけで他の糖分は入っている。『オフ』は食品１００

ｇに含まれる糖質が５ｇ以下（飲料は２．５ｇ以下）。「低」

「ひかえめ」「ライト」とも表示できる。 

カロリーゼロ・ノンカロリーも「０ｋｃａｌ」とは限りません。 

豚肉や鶏肉等の畜産品は、日本で飼育された期間が 

他の国で飼育された期間より長ければ、『国産品』と 

表示される。 

原材料名は重量の割合の高いものから順に 

原材料と添加物に分けて表示される。 

（上記の場合は「／」から後ろが添加物） 

＜あるヨーグルトの食品表示＞ 

原材料が「生乳と乳製品のみ」のヨーグルトもあり、中身は様々。 

基準値を満たさずに表示すると、食品表示基準違反となります。 

● 加工食品は原材料名をみよう！ 

● 加

工食品は原材料名をみよう！ 

みどり野保育園 

協力 一冨士フードサービス㈱ 



 

 

保存方法 

寒い時期は、冷暗所で新聞紙に包んでおく。 

暖かい時期や暖房の入った場所では、 

ビニール袋などに入れ冷蔵庫に保管。 

保存期間は１ヶ月ほど。 

食と健康 

豆知識 

特徴 

旬は 10～12月です。長く貯蔵ができるため年間を通して出回っています。 

品種によっては春先まで店頭に並んでいます。 

 
選び方 

人類が最初に口にした食べ物といわれるほど、 

古くから食べられています。日本で本格的に栽培 

されるようになったのは明治以降。今では 1000 

種類以上もの品種があります。 

・ツルが太くみずみずしいもの 

・形がよく、おしりまで色づいているもの 

・ずっしりと重く実のしまったもの 

・香りのよいもの 

 

りんご 

水溶性食物繊維のペクチンには整腸作用が 

あります。抗酸化作用のあるポリフェノールは

アンチエイジングやがんの予防効果も期待で

きます。 

栄養・健康効果 

《おすすめメニューのご紹介》 

● アップルポテト ● 

 【材料  子供 1人分】 

さつま芋 40ｇ りんご 1/10 ヶ 牛乳 2.5ｇ バター3ｇ 砂糖３ｇ コーンスターチ 3ｇ 

 
【作り方】 

1. さつま芋の皮をむき、サイコロぐらいの大きさに切って蒸す。 

2. りんごはサイコロに切る 

3. さつま芋が蒸し上がったらつぶし、鍋に材料をすべて入れ弱火にかけながらよく練る。 

4. 全体に火が通り、なめらかになってきたら好きな大きさに分け、平たく丸める。 

5. フライパンで表面を軽く焼く。(トースターでもＯＫ) 

♪ホットプレートで焼いて、 

みんなで食べたら楽しいですよ♪ 
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