
みどり野 園だより ２月 園長日記 No.59 

小学校入学へ向けての親子作戦会議 

～保育園から小学校への接続を考える～ 

  

わが子のように手塩をかけて育ててきた保育園の子ども達に対する保

育士の慈しみの心は、深いものがあります。卒園していく子どもの中に

は小学校という新しい環境にうまく適応できるだろうか、元気にすごし

ているだろうかと心配になる子どももいます。ですから、少なくとも卒

園時には小学校の先生方に十分に引き継ぎをし後をお任せするよう努力

しています。 

 今から 10 年前の 2010 年度に文部科学省が「幼児期の教育と小学校の

教育との円滑な接続のあり方に関する調査研究協力者会」を設置して以

来、全国の市町村では、円滑な接続がどうあるべきか様々な議論が展開

されています。 

 円滑接続が議論されるようになってきのは、小学校入学以降、不登校やいじめ、「教員の話を聞かない」

「授業中に立ち歩く」など「小 1 プロブレム」と呼ばれる現象が顕著になってきたことがあります。その

ことの要因は家庭のしつけや小学校の指導不足だけにあるのではなく、家庭、地域、保育園、幼稚園、小

学校などそれぞれの課題が複合的に影響していると考えています。 

 私の考えでは、保育園と小学校では子どもの関わり方が根本的に違うこともありますし、小学校の先生

も保育園の先生もお互いがどんな教育や保育をしているのか理解していないことが多いのではないでしょ

うか。また、子どもの発達のとらえ方、関わり方もまちまちであることから積み上げてきたことが無駄に

なったり、一からやり直しということもあるのではないかと想像しています。それゆえ、保育園と小学校

の連携というのは非常に大切なことだと考えています。 

 また、保護者の方の協力も必要です。小学校入学後の活動の基礎となる「生活する力」「人と関わる力」

「学ぶ力」に焦点を当てて考えてみましょう。 

 

１、「生活する力」 

 小学校入学後の生活に身体が順応できるように、起床時間と就寝時間を早め、身の回りのことも自分で

できるようにしておくと小学校の生活が楽になります。靴や衣服の着脱、トイレ、片付け、ハンカチやテ

ィシュの使い方などです。 

 

２、「人と関わる力」 

 子ども会、町内行事などに参加して、保育園以外の子どもたちと触れ合う機会を持つことや近所の人と

のあいさつなどを通して、下校時や親が不在の時に、地域に頼れる人がいると安心です。 

 

３、「学ぶ力」 

 入学前はドリルなどを使って読み書きや算数を教えるよりも「勉強したい」という意欲を高めてあげる

ことが大切です。すごろくやカルタなど遊びを通して、「学びたい」という心が強まればいいですね。 

 

 保護者の方々も毎日、お忙しいかとは思いますが、保育園卒園から小学校入学の時期は大きな環境の変

化がある時です。ですから、できるだけ親が主導的に三つの力を意識して準備していくことが大切だと思

います。 

わかりやすく言いますと子どもが新しい環境に入っていくには大きなストレスがかかる

ので、「出来うる限り子どものストレスを最小限に留める作戦を考え、準備をしておく」

ということです。作戦会議に不安を感じられる場合は、信頼できる保育園の先生や小学校

の先生に相談されるのもいいかと思います。一生に一度の小学校の入学。ここは少し気合

がはいってもいいところかもしれません。 

2020 年 2 月 1 日 

園長 中田一夫 



２月の行事予定   

７日・１４日・２1 日・2８日（金）10:00～ 礼拝（西宮一麦教会橋本牧師のお話）                                                                                                                                                  

６日（木）生活発表会予行練習 10:00～      ＊発表会に向けて尼崎教会へと出かけますので、 

１１日（火）信仰の自由を守る日・休園        毎日、9:３０までに登園してください。 

１５日（土）生活発表会 ９:３0～11:０0 （尼崎教会：礼拝堂） 詳しくは、後日お知らせ致します。 

＊生活発表会の終了後、5 歳児保護者の方は合宿保育の説明会、又卒園式の話がありますので 

お残り下さい。  託児が必要なお子さんは集会室の方でお預かりします。 

２１日（金）誕生祝福・誕生会 

２６日（水）避難訓練（火災） 

２７日（木）主食代・副食代等 口座振替日 

２９日（土）～3 月１日（日）5 歳児就学前合宿保育 

          

2 月は個人懇談月間です（０歳児～4 歳児対象） 

期間は１７日（月）～２８日（金）までです。 

 各クラスで用意している日程表のご都合の良い 

日時の欄に 2 月 7 日（金）までにご記名下さい。 

後日懇談日を決定し、連絡します。 

 ※上記以外の日を希望される方はご相談下さい。 

 

  3月の予告 

１４日(土) 卒園式 10:00～11:30             2月生まれのおともだち 
（場所：２F 幼児保育室） 

〇卒園児は保護者同伴です。                                     

○在園児は普通保育です。                     

〇３･４歳児は式に参加します。 

２１日(土) 新年度準備 

※半日保育又家庭保育のご協力を 

お願いします。 

※登園される場合はお弁当をご用意ください。 
                             

 おたんじょうびおめでとう！ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３・４・５才児 コスモ運動あそび 

４日・１８日の（火）  

※動きやすい服装・足のサイズに 

あった靴で登園してください。 

☆園庭開放☆ 

毎週水曜日 ９：３０～１１：００ 

地域の０～５歳児のお子さんを親子で 

受け入れています。ぜひ、お友達をお誘いく

ださい。園舎見学も可能です。 

 

 

 
 

「保護者と職員の会」 ２０１９年度の活動報告と今後の予定 

 
●４月 1９日(金)  役員会   ●６月１４日(金) 役員会（秋祭りについて） 

  【規約・予算・計画について】 ●8 月３１日(土) 秋祭り準備作業会 

○会則の確認                     ●9 月７日(土)  秋祭り 

●9 月 20 日(金) 役員会（今後の行事について） 

〇201９年度活動計画及び予算案 ●10 月５日(土) 運動会の参加賞（バスタオル） 

〇201９年度予算案についての表決書について ●12 月２1 日(土)クリスマスプレゼント 

〇保護者と職員の会だよりの発行について ●2 月２８日(金) 役員会（今年度の振り返り）                      

 ●3 月 1４日(土) 卒園記念品（全園児） 

・行事の参加賞や品物選びは役員の担当が決める  卒園児に花束と文具プレゼントの予定 

・秋祭りの手伝いは全員が協力する 

 ※役員の紹介及びお願い事を書面にて配布する 

※次期新役員決め（立候補者を募りますので 

ご協力をお願い致します） 

  

 

 

 

くりまかいとさん   ５さい 

ばばみりあさん    ５さい 

たかはしみずきさん  ５さい 

いしだりんねさん   ４さい 

みなみぞのはるとさん ４さい 

にしやまあきさん   ２さい 

もりもとあおねさん  １さい 

いしだらんぜさん   １さい 



★はお楽しみメニュー

牛乳 ▲牛乳

せんべい ぽたぽた焼

さつま揚げと大根の煮物

味噌汁

白身魚の西京焼 牛乳 ▲牛乳

チンゲン菜の菜種和え 鬼まんじゅう さつま芋

ひじき煮 砂糖・小麦粉

福豆ごはん ▲牛乳

すまし汁

鶏肉の甘酢炒め 牛乳 ▲牛乳

高野豆腐の煮物 ハムサンド ▲食パン

ごはん マヨドレ

味噌汁 ●/▲ハム・胡瓜

フルーツ（黄桃）

アジのソースパン粉焼 牛乳 ▲牛乳

さつま芋の甘煮 にゅうめん そうめん・ちくわ

ベーコンと野菜のソテー 白菜・人参・青ねぎ

ごはん だし昆布・かつおだし

味噌汁 醤油・みりん・塩

鶏肉と根菜の和風カレー 牛乳 ▲牛乳

ころころサラダ パンナコッタ ゼラチン・▲牛乳

フルーツ（いよかん） 砂糖・▲ホイップ

クリーム

いちごジャム

ハオユー豆腐 牛乳 ▲牛乳

中華サラダ フルーツサンド ▲食パン

麦入りごはん ▲ホイップクリーム

のりと卵のゆらゆらスープ バナナ・みかん（缶詰）

フルーツ（りんご） キウイフルーツ

ほうとう風うどん 牛乳 ▲牛乳

ほうれん草のお浸し ビスコ ▲ビスコ

じゃこ大豆

牛乳 ▲牛乳

黒糖きなこ さつま芋

水菜とキャベツのごま和え おさつもち 白玉粉・砂糖

細切昆布の煮物 きな粉・黒砂糖

ごはん 塩

味噌汁

サケの磯辺揚げ 牛乳 ▲牛乳

焼かぼちゃ お好み焼き お好み焼き粉

小松菜の納豆和え ●卵・豚肉・キャベツ

麦入りごはん 人参・油・花かつお

味噌汁 お好み焼きソース

牛乳 ▲牛乳

ツナマヨおにぎり 米（国産）

さつま芋のバター焼 まぐろフレーク

厚揚げと白菜のとろみ煮 マヨドレ

フルーツ（バナナ）

ポークシチュー 牛乳 ▲牛乳

ハートクッキー 小麦粉・砂糖

ベーキングパウダー

食パン ▲牛乳・▲無塩

フルーツ（オレンジ） バター

白菜・人参・まいたけ・ニラ

和風あんかけ丼

日
曜
日

醤油・みりん・かつおだしチンゲン菜・キャベツ

麩

ブロッコリー・コーン 醤油・穀物酢・みりん

ごま油

油・砂糖・片栗粉 豆腐・豚肉

緑◇　からだの調子を整えるもの

米（国産）

かつおだし

砂糖・油

オイスターソース・醤油・中華だし

りんご

豚肉・▲牛乳 ▲クリームシチューの素人参・玉ねぎ・グリーンピース

チキンコンソメ焼きのり・えのきだけ

・醤油・オイスターソース

かぶ・コーン・赤パプリカ

納豆

まぐろフレーク

献立名
穀類・油脂類・砂糖類・いも類 野菜類・藻類・くだもの類

材　　料
黄◇　力や体温となるもの 赤◇　　血や肉になるもの

原材料

かつおだし・醤油・塩

●卵・▲牛乳 塩・チキンコンソメ玉ねぎ

うす揚げ・赤味噌・白味噌

白ごま

油・砂糖

サケ

さつま揚げ

小麦粉・▲天ぷら粉・油

マヨドレ

鶏肉

米（国産）

米（国産）・押麦

砂糖・ごま油

●卵

じゃが芋・油

油・砂糖 しらす干し・大豆

じゃが芋・油

油

米（国産）・油

米（国産）・押麦

麩

オレンジ

砂糖・オリーブ油

大豆・●かにかまぼこ

かつおだし・醤油・酒

醤油

かつおだし

かぼちゃ

かつおだし

大根・ワカメ・まいたけ

小松菜・人参

塩

茄子・もやし・玉ねぎ

いよかん

きゅうり 塩

▲ﾊﾞｰﾓﾝﾄｶﾚｰ・カレーフレーク大根・だし昆布・れんこん・人参・しめじ

塩・ウスターソース

黄桃{缶詰｝

塩小松菜・人参・キャベツ

酒・塩・穀物酢・醤油・ケチャップ・中華だし鶏肉

かつおだし白菜・ワカメ・青ねぎ

米（国産）

ホキ・白味噌

しめじ・みつば

大豆

油・砂糖・片栗粉

赤味噌・白味噌

人参・グリーンピース

赤味噌・白味噌

あじ

赤味噌・白味噌

さつま芋・砂糖

マヨドレ・パン粉・油

砂糖

・レモン果汁

ラーメン・油・ごま油 鶏ミンチ・ちくわ 玉ねぎ・人参・青ねぎ 塩・中華だし

砂糖・片栗粉 かつおだし・醤油・酒白菜・いんげん厚揚げ

穀物酢・塩・醤油

魚類・肉類・豆類・乳類・卵類

きざみ昆布・人参

醤油・醤油・みりん・酒・かつおだし

●卵

あおさのり

おやつ
その他

チンゲン菜

芽ひじき・人参

献立名

玉ねぎ・干しいたけ・赤パプリカ・ピーマン

塩

3 月

4 火

5 水

12 水

6 木

7 金

1 土

8 土

▲食パン

さつま芋・▲バター

かぼちゃ・大根・しめじ・青ねぎ・だし昆布

砂糖 さつま揚げ 大根 かつおだし・醤油・酒

醤油・みりん・かつおだし

・砂糖・片栗粉 ・しめじ・水菜

米（国産）・油 豚肉 玉ねぎ・人参・キャベツ かつおだし・醤油・みりん・酒

豆腐・赤味噌・白味噌 ワカメ・小松菜 かつおだし

かつおだし・醤油・酒高野豆腐

こんにゃく・油・砂糖

酒・みりん

かつおだし・醤油・酒

うどん 牛肉・赤味噌 かつおだし・醤油・酒

油 ●/▲ベーコン

米（国産）

ほうれん草・人参 醤油・みりん・かつおだし

14 金

そぼろ醤油ラーメン

醤油・酒

・▲粉チーズ・●/▲ハム

バナナ

かぶとコーンのサラダ

13 木

・ケチャップ
スペイン風オムレツ

月10
水菜・キャベツ

２０２０年 ２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。



６１０Kcal

２２.２g

１９４g

２５７mg

焼豚チャーハン 牛乳 ▲牛乳

しらすと厚揚げの煮物 ベジスナック ベジたべる

味噌汁

チキン南蛮 牛乳 ▲牛乳

チンゲン菜のツナ和え レーズンマフィン 小麦粉・砂糖

がんもの煮物 ベーキングパウダー

ごはん ▲無塩バター・●卵

味噌汁 ▲牛乳・レーズン

白身魚の甘辛煮 牛乳 ▲牛乳

ジャーマンポテト アメリカンドッグ 小麦粉・砂糖

カリフラワーサラダ ベーキングパウダー

ごはん ●ウインナー

味噌汁 油

牛乳 ▲牛乳

スイートポテト さつま芋・砂糖

切干大根の煮物 ▲牛乳・●卵

ごはん ▲バター

スープ

フルーツ（りんご）

サバの柚庵焼 牛乳 ▲牛乳

キャベツとえのきのあおさ和え チーズスコーン ●/▲ベーコン・玉ねぎ

レバーのケチャップ煮 パセリ・▲粉チーズ・●卵

麦入りごはん 小麦粉・砂糖・▲牛乳

味噌汁 ベーキングパウダー

フライドチキン 牛乳 ▲牛乳

お誕生日ケーキ 小麦粉・砂糖

（いちごジャム） ベーキングパウダー

ウインナービーンズ ●卵・オリーブ油

ごはん ▲無塩バター

スープ いちごジャム

オレンジかん ホイップクリーム

牛乳 ▲牛乳

せんべい アンパンマンの

うす揚げとブロッコリーの煮浸し ソフトせんべい

はるさめスープ

牛乳 ▲牛乳

アップルゼリー ゼラチン・砂糖

ほうれん草サラダ おろしりんご

高野豆腐と昆布の煮物

ごはん

味噌汁

サケの中華みそ煮 牛乳 ▲牛乳

じゃが芋のマヨ焼 黒糖マーラーカオ 小麦粉・黒砂糖

きんぴらごぼう ベーキングパウダー

麦入りごはん ▲牛乳・●卵

中華スープ 油・ごま油・醤油

卵とじうどん 牛乳 ▲牛乳

かぶときゅうりの そぼろおにぎり 米（国産）

さっぱり和え 鶏ミンチ・油

蒸さつま芋 コーン・塩・砂糖

フルーツ（バナナ） しょうゆ・みりん

牛乳 ▲牛乳

ミルクラスク ▲食パン

切干大根サラダ ▲バター・砂糖

味噌汁 ▲スキムミルク

フルーツ（黄桃）

牛乳 ▲牛乳

ビスケット アスパラガス

ビスケット

日
曜
日

玉ねぎ・小松菜 中華だし・塩・醤油

米（国産）

醤油・中華だし・酒・塩

米（国産）・油・砂糖 にんにく・ほうれん草

米（国産）・押麦

小麦粉・片栗粉・油

チキンコンソメ

白菜・青ねぎ

キャベツ・ほうれん草・コーン

カリフラワー・人参・水菜

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・ごま油・油 豚肉・豆腐・●卵

赤◇　　血や肉になるもの

玉ねぎ・もやし・ピーマン

米（国産）

白ごま

米（国産）

米（国産）

じゃが芋 うす揚げ・赤味噌・白味噌

砂糖・ごま油

砂糖・オリーブ油

砂糖・油

ウインナー・大豆

黄桃（缶詰）

ホキ

鶏肉

うす揚げ・赤味噌・白味噌

かつおだし・醤油・みりんきざみ昆布・グリーンピース

・油・片栗粉

かつおだし・醤油・みりん・塩

醤油・穀物酢・みりん切干大根・人参・きゅうり

塩玉ねぎ・パセリ

油・砂糖 醤油・穀物酢ほうれん草・コーン・人参

油・パン粉 牛ミンチ・豚ミンチ

・豆腐・▲チーズ

・中華だし・穀物酢・もやし・大根・人参

砂糖

牛ミンチ

中華だし・醤油・塩えのきだけ・ニラ春雨

砂糖・オリーブ油 しらす干し

寒天・オレンジジュース

醤油・酒・みりん

キャベツ・人参・えのきだけ・あおさのり

チキンコンソメ

かぼちゃ・小松菜・玉ねぎ

チンゲン菜・玉ねぎ・エリンギ

チキンコンソメ・ケチャップピーマン

カリフラワー・ブロッコリー

かつおだし

醤油・みりん・かつおだしゆず

赤味噌・白味噌

みりん・醤油・ケチャップおろし生姜鶏レバー

醤油・みりん・かつおだし

穀物酢・塩

かつおだし

醤油・酒にんにく

じゃが芋・油・▲バター

片栗粉・砂糖

油・砂糖

米（国産）・油 焼豚

人参

塩・酒・穀物酢・醤油

まぐろフレーク

にんにく・玉ねぎ・きゅうり

こんにゃく・砂糖 一口がんも

米（国産）

チンゲン菜

ちくわ米（国産）・▲天ぷら粉

巻麩・さつま芋 赤味噌・白味噌 ワカメ かつおだし

バナナ

さつま芋

原材料

高野豆腐

塩●/▲ベーコン

醤油・みりん・かつおだし

かつおだし・醤油・酒

おやつ

献立名

献立名

材　　料
黄◇　力や体温となるもの

砂糖

切干大根・人参・グリーンピース かつおだし・醤油・酒

片栗粉・油・砂糖

15 土

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

おろし生姜 かつおだし・醤油・みりん・酒

野菜類・藻類・くだもの類

片栗粉・油・砂糖・マヨドレ 鶏肉

かつおだしほうれん草

ごぼう・玉ねぎ・水菜

うどん

かつおだし・醤油・みりん・塩

かつおだし

片栗粉・砂糖 サケ・テンメンジャン おろし生姜 醤油・みりん・酒

ごぼう・人参・いんげん

さつま揚げ・●卵

麩

かつおだし・醤油・みりん・酒黒ごま・油・砂糖

17 月

18 火

20 木

かぶ・きゅうり・人参 穀物酢・醤油・みりん

白菜・青ねぎ・だし昆布

赤味噌・白味噌 かぼちゃ・まいたけ

中華だし・醤油・塩

26 水

豆腐チャンプルー

砂糖

キャベツ・大根・ワカメ

米（国産）・押麦

じゃが芋・マヨドレ・油

砂糖 しらす干し・厚揚げ

29 土

人参 かつおだし・醤油・酒

じゃが芋 赤味噌・白味噌 ワカメ・水菜 かつおだし

お　　弁　　当　　日

かき揚げ丼

27 木

28 金

ビビンバ丼

チーズハンバーグ

砂糖 うす揚げ 醤油・みりん・かつおだしブロッコリー・キャベツ

・人参・レモン果汁

・白ごま・ごま油

しらすと花野菜のサラダ

・黄パプリカ・生姜

サバ

りんご

ちくわ

穀物酢・塩・醤油

19 水

21 金

25 火

22 土
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給食だより 
 買い物に行くと、店頭にはたくさんの色・大きさ・かたち・味の食べ物が並んでおり、産地も国内外

を問わずさまざまです。中には「似ているけれど、違いはどこだろう？」と感じる食べ物がありません

か？今回は、そんな食べ物の分類についてご紹介します。 

どこが違う？似ている野菜たち 

「チャーハンとピラフ」「つみれとつくね」など、料理にも呼び名は違うけれど見た目がよく似て

いるものがあります。料理をするときや食事のときに、「どこが違うのかな？」と調べてみると楽し

いですね。 

 

グリーンアスパラガス

と 
グリーンアスパラガスは日光に当てるので葉

緑素がたくさん作られて緑色になる。 

ホワイトアスパラガスは土を盛ったり、遮光フ

ィルムで覆ったりして日に当てずに育てる。 

緑ピーマンは未熟な状態で収穫したもの。 

赤ピーマンは緑ピーマンを完熟させたもの。 

収穫までに 1ヶ月以上長くかかる。 

黄ピーマンやオレンジピーマンも成熟前 

は緑ピーマンで、品種の違いによって赤や 

黄・オレンジになる。 

緑ピーマンと赤ピーマン 

《JAS（日本農林規格）とは》 

どちらもアブラナ科の仲間。 

ブロッコリーが突然変異をして花蕾（からい）

が白化し、それを品種改良したものがカリフラ

ワーだといわれている。 

●栽培法の違い● 

キャベツはアブラナ科の植物。葉は厚くてギ

ュッとつまっていて重みがある。 

レタスはキク科の植物。葉は軟らかく、 

波打っていて軽い。 

●JAS による分類● 

 
食品・農林水産品やこれらの取扱い等の方法についての規格を、国が制定した

もの。検査に合格した製品は【JAS マーク】が表示できる。 

うどん 

ひやむぎ 

そうめん 

乾めんの太さの定義 

（機械製法） 

： 直径 1.7ｍｍ以上 

： 直径 1.3ｍｍ以上 1.7ｍｍ未満 

： 直径 1.3ｍｍ未満 

ソーセージ 
の定義 

ウインナーソーセージ 

フランクフルトソーセージ 

 

ボロニアソーセージ 

：羊腸を使用、または太さ 20ｍｍ未満 

：豚腸を使用、または 

太さ 20ｍｍ以上 36ｍｍ未満 

：牛腸を使用、または太さ 36ｍｍ以上 

ホワイトアスパラガス 

 違いはココ！ 
 違いはココ！ ●成熟度の違い● 

ブロッコリーとカリフラワー 

 違いはココ！ ●品種の変化● 

キャベツとレタス 

 違いはココ！ ●植物学上、別物● 

 
ウインナーは 

ソーセージの一種 

２０２０年 ２月号 

みどり野保育園 

協力 一冨士フードサービス㈱ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〈材料 子供 3 人分〉 

 ・さつま芋 60ｇ 砂糖 15ｇ 塩少々 小麦粉 20ｇ 牛乳 3ｇ 

 ♪作り方♪ 

① さつま芋は 1 ㎝角に切り、蒸す 

② 蒸し上がったさつま芋に砂糖をまぶす。 

③ 小麦粉・塩・牛乳・②を混ぜ合せ、まとまったら(粘り気が強ければ 

少しずつ牛乳を足す)アルミカップなどに入れ 15～20 分蒸す。 

④ 竹串をさして何もつかなければ OK！ 

昭和 11 年に神戸の洋菓子店が英字新聞に 

『あなたのバレンタイン（愛する人）にチョ

コレートを送りましょう』というバレンタイ

ンデーの広告を出したのが最初。 

食と健康豆知識 

   ＊
 食と健康豆知識 

   ＊２月号＊ 

２月号＊ 

どうしてチョコレート？ 

ドイツ人で、一人当たりの平均消費量は 11.5kg/年。 

ちなみに日本人のチョコレート消費量は第 19 位で、 

一人当たりの平均は 2kg/年。 

チョコレートが大好きな国民は？ 

チョコレートの成分の中で特に注目したいのは  

 カカオポリフェノールです。『抗酸化作用』があり 

動脈硬化やお肌のトラブルのシミ・シワを防ぎます。 

チョコレートを食べることにより脳が活性化され、認知

症予防効果がみられるなど近年話題にもなっています。 

チョコレートの食べ方 

 

チョコレートの効果 

   おすすめは、カカオ含有量が高い 

『ハイカカオチョコレート』 

砂糖含有量が少なく苦味の強いチョコレート

を少量ずつ数回に分けて食べると 

より効果が得られるそうです。 

バレンタイデーのチョコレート消費量は年間消費量の約２割といわれているほど、日本における一大イベントです。

愛の告白から義理チョコや友チョコ、自分へのご褒美チョコなど様々な楽しみ方ありますね♪ 

 鬼まんじゅう  

今月のおすすめメニュー 

鬼まんじゅうとは、愛知県を中心に親しまれている郷土

菓子で通称「おにまん」と呼ばれているそうですよ！ 

 

バレンタインデー 
食と健康豆知識 
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