
みどり野 園だより 3 月園長日記 No.60 

「駅ピアノ」 

～人を結びつける音楽の力と楽しみ～ 

BS放送の「駅ピアノ」「空港ピアノ」という番組を見られたことがあるでしょうか。いろんな国の駅や空

港に不要になったピアノが置かれており、そのピアノは誰

でも自由に弾いていいことになっています。 

具体的には「駅ピアノ」は、チェコのプラハ、アイルラン

ドのダブリン、英国のロンドン、オランダのアムステルダム、

米国のロサンゼルス、「空港ピアノ」は、オーストラリアの

ブリスベーン、米国のミネアポリス等を舞台に放映されて

います。その他には、シチリア島のパレルモやマルタ島の空

港も舞台になっています。 

ピアノを弾きに来る人は様々で、うまい下手は関係なく、

ビジネスマン、子ども、プロの人から独学で最近始めた人な

どいろいろです。 

 

共通しているのは、まず、ピアノ演奏を楽しんいるという

こと、そして、ピアノで自分を表現しているということ、そこには人生それぞれのドラマがあるということ

を感じるのです。この番組の多くのファンは、それに魅了されるのです。 

 

近くでは JR神戸駅からハーバーランドの方へ行く途中にある地下街「デュオ神戸」にあります。 エスカ

レーターを降りてすぐの、よくイベントをやっている開けたスペースの一角です。実はそこへ行って「駅ピ

アノ」を体験してみました。 

私自身はピアノを弾けませんが、鳴らすことはできますので「ポロンポロン」とやっていました。しばく

すると、美しい女性がのぞき込んでこられました。「私も弾かせてもらっていいでしょうか？」「ええ、どう

ぞどうぞ」。席を換わり、彼女が数曲弾くうちに観客から大きな拍手。予定のなかったオリジナル曲がアン

コールで披露されました。彼女もこのような体験は初めてのことだったそうです。 

そうしている内にまた一人、後ろから出張帰りの中年男性が弾きたそ

うにされていたので、「弾かれますか」と尋ねると「いえいえ」と恥ず

かしそうにされるので、先ほどの女性と私で是非「聞かせてください」

とお願いしました。そうするとでは「一曲だけ」といって松任谷由美や

山崎まさよしのバラードなどを次々にぎこちなくも楽しそうに弾かれ

ていました。そして私たちも一緒に歌いました。最近、趣味で始められ

たそうで、思い出の曲を弾くのだと聞きました。 

お二人が曲を奏でている間、一人の老人が私に話しかけてきました

「僕はね、これから手術をしなくてはならないんだ。すでに腎臓も胃も

切除したんだけど。まだ、だめなんだ。でもね、強かに生きるよ。僕の

趣味はピアノじゃないけど好きな木工をやるために、帰ってくるよ」と

いって一緒に、にわかピアノコンサートを楽しんでいました。 

 

まったく見ず知らずの人を結び付けていく音楽の力。癒しと生きる力を与えてくれる音楽。人と人が交差

する駅の構内に響くピアノの音が一つの風景となりドラマを展開します。体験をした後、映画の一シーンに

いたような気分になりました。朝のＮＨＫラジオで全く音楽をやっていない 52歳の漁師さんがリストの 

「ラカンパネラ」を練習し、今では演奏依頼があちこちからあるという話を聞きました。その漁師さんがピ

アノを練習しようとする動機は、フジコ・ヘミングの素晴らしい演奏を聴いて自分も弾いてみたいという理

由からだったそうです。音楽を始めるのに年齢は関係ありません。うまい下手も。私もピアノで弾いてみた

い曲があります。うまくいけばご披露したいと思います。 

2020年 3月 1日 

園長 中田一夫 



3月の行事予定 

 ６日・１３日・２１日・２７日（金）１０：００～ 礼拝（西宮一麦教会橋本いずみ牧師のお話） 

 ６日（金） 誕生祝福・誕生会 

１０日（火） 卒園式予行 １０：００～ 

１３日（金） お別れ会 １０：００～  

１４日（土） 第４１回みどり野保育園卒園式 １０：００～ 

      ※卒園児保護者同伴（場所：みどり野保育園 ２F幼児保育室 

      ※卒園式は４歳児と３歳児も一緒にお祝いしていただきたいので、普段お休みしている子ども

たちも土曜日登園をお願いします。（時間帯は 9時 30時から 11時０0分です。） 

１８日（水） 避難訓練（不審者対応） 

２０日（金） 春分の日・休園 

２１日（土） お弁当日・新年度準備日   

※新年度に向けての準備をしますので、家庭保育・半日保育にご協力をお願いします 

２７日（金）主食代・副食代等 口座振替日 

 

   

 

 

 

 

 

          ☆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、おともだちをお誘いください。 

  園舎見学も可能です。子育て相談にも応じています。 

       

4月の予告 

１日（水）入園式・進級式（新入児親子同伴） 
※継続児は普通保育です 

１６日（木）交通安全教室 ３・４・５歳児 

１７日（金）イースター礼拝 ３・４・５歳児        

                                   

                              

       

 いよいよ２０１９年度の締めくくりの 3月を迎えました。 

この時期になると、自然と口ずさんでしまう賛美歌があります。 

子どもたちの成長を嬉しく思い、みどり野保育園を巣立っていく１４名の子どもたちのことを思います。 

♫ちいさな赤ちゃんだったのに こんなに大きくなりました 

かみさま本当にありがとう かみさま本当にありがとう♪ 

  今年度からの取り組みとして毎月ヴィジブル（写真＆コメント）で子どもたちの色々な姿をお知らせ 

して来ましたが、楽しみに見ていただけましたか？子どもたちの色々な姿があったと思います。 

真剣な眼差しで何かに取り組む姿、色々試し考えている姿など この１年の日々の生活の中での成長、 

頑張りも見られました。これからも子どもたちの姿を見守りながら、一日一日を大切に過ごしていきたい

と思っています。日々、保育にご理解、ご協力いただきありがとうございます。 主任保育士  杉原圭美 

   ３・４・５歳児 コスモ運動あそび                      

3日・１７日（火） １０：００～ 

 ※動きやすくサイズのあった服装・靴で 

  登園してください 

  

 

 

 

３月生まれのおともだち 

   おたんじょうびおめでとう 

くりま なおさん  ４さい 

ばば さりあさん  ２さい 

 

 

「保護者と職員の会」より 
  

次期役員についてのアンケートにご協力いた 

だきたいと思います。6名の役員を決めます。 

立候補者がおられましたら、残りの方を 後日、 

「くじ引き」にて決めさせていただきます 

のでご了承くださいますようお願いいたします。 

尚、旧役員と新役員の引継ぎの役員会を 

３月２７日（金）１８：３０～で行う予定です。 



★はお楽しみメニュー

牛乳 ▲牛乳

ホットドッグ ▲ドッグパン

さつま芋のあおさ焼 キャベツ・塩

ごはん 油・●ウインナー

味噌汁 ケチャップ

フルーツ（りんご）

ホットカルピス ▲カルピス

ひなあられ ひなあられ

がんもの煮物 いよかん いよかん

すまし汁

いちごミルクかん

サバの蒲焼風 牛乳 ▲牛乳

ウインナーと野菜のソテー かりかりマカロニ マカロニ・油

かぼちゃの旨煮 砂糖・塩

麦入りごはん

味噌汁

牛乳 ▲牛乳

チヂミ 小麦粉・片栗粉

チンゲン菜の菜種和え 塩・●卵・豚肉

ごはん ニラ・玉ねぎ

味噌汁 油・醤油

フルーツ（パイン） ごま油

白身魚フライ 牛乳 ▲牛乳

ポテトサラダ お誕生日ケーキ 小麦粉・砂糖

ハムとピーマンのソテー ベーキングパウダー

ごはん ●卵・▲無塩

スープ バター・オリーブ油

▲ホイップクリーム

いちご

きつねうどん 牛乳 ▲牛乳

コーンフレーク ▲シスコーン

フルーツ（オレンジ）

鶏肉の塩こうじ揚げ 牛乳 ▲牛乳

ひじきサラダ 焼きそば 焼きそば麺・油

煮豆 豚肉・酒・玉ねぎ

ごはん 人参・もやし・キャベツ

味噌汁 ソース・花かつお

サケの香草ムニエル 牛乳 ▲牛乳

粉ふき芋 大学芋 さつま芋・油

ベーコンとブロッコリーのソテー 砂糖・黒ごま

ごはん

スープ

牛乳 ▲牛乳

にんじん蒸しパン 小麦粉・砂糖

小松菜のごま酢和え ベーキングパウダー

焼かぼちゃ ▲牛乳・人参

フルーツ（バナナ）

アジの旨煮 牛乳 ▲牛乳

揚さつま芋 メロンパン風 ▲食パン

トースト ▲無塩バター

●卵・砂糖

ごはん 小麦粉

味噌汁

ハンバーグケチャップソース 牛乳 ▲牛乳

マカロニのソテー ちんすこう 小麦粉・油

コロコロサラダ 砂糖・塩

ロールパン

コーンクリームスープ

フルーツ（パイン）

鶏照焼丼 牛乳 ▲牛乳

ちくわと大根の煮物 ビスコ ▲ビスコ

味噌汁

月2

火3

木5

木12

豚肉と野菜の味噌炒め

味噌ラーメン

・干しいたけ・人参・いんげん
昆布イリチー

油・砂糖 豚肉・赤味噌 玉ねぎ・人参・もやし

砂糖・▲ホイップクリーム ▲牛乳 寒天 ゼラチン
パンナコッタ

・干しいたけ・インゲン
焼き厚揚げの野菜あん

・まいたけ・ほうれん草
牛肉と野菜の五目炒め

・かつおだし・醤油・みりん
桃色ひなちらし

おやつ
その他

献立名

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
緑◇　からだの調子を整えるもの

魚類・肉類・豆類・乳類・卵類

黄◇　力や体温となるもの 赤◇　　血や肉になるもの

原材料

日
曜
日

油・砂糖 牛肉 人参・玉ねぎ・ごぼう 醤油・みりん・酒

さつま芋・油 あおさのり 塩

米（国産）

赤味噌・白味噌 白菜・ワカメ・青ねぎ かつおだし

りんご

米（国産）・砂糖・油 しらす干し・●卵 れんこん・インゲン 穀物酢・塩・ケチャップ

こんにゃく・砂糖 一口がんも 人参 かつおだし・醤油・酒

麩 大根・菜の花 かつおだし・醤油・塩

砂糖・いちごジャム ▲牛乳 寒天

4 水

片栗粉・油・砂糖・片栗粉 サバ おろし生姜 酒・醤油・醤油・みりん

油 ウインナー 人参・玉ねぎ・ニラ チキンコンソメ

砂糖 かぼちゃ かつおだし・醤油・みりん

米（国産）・押麦

うす揚げ・赤味噌・白味噌 チンゲン菜・えのきだけ かつおだし

油・砂糖・片栗粉 厚揚げ・豚肉 白菜・玉ねぎ・人参 醤油・みりん・酒・かつおだし

ごま油 ●卵 チンゲン菜・もやし 醤油・みりん・かつおだし

米（国産）

里芋 赤味噌・白味噌 大根・青ねぎ かつおだし

パイン{缶詰｝

▲天ぷら粉・パン粉・油 ホキ 塩

じゃが芋・マヨドレ きゅうり・コーン 塩

油 ウインナー 玉ねぎ・ピーマン・赤パプリカ チキンコンソメ

米（国産）

大根・人参・青ねぎ チキンコンソメ

・いちごジャム

7 土

うどん・砂糖 うす揚げ・ちくわ ワカメ・青ねぎ・だし昆布 かつおだし・醤油・みりん・塩

醤油・みりん

オレンジ

・ほうれん草・おろし生姜

9 月

小麦粉・片栗粉・油 鶏肉 にんにく・おろし生姜 塩こうじ

砂糖・マヨドレ 芽ひじき・きゅうり・キャベツ かつおだし・醤油・みりん

砂糖 大豆 ごぼう・人参 かつおだし・醤油・みりん・酒

米（国産）

巻麩 赤味噌・白味噌 小松菜・えのきだけ かつおだし

10 火

小麦粉・オリーブ油 サケ パセリ チキンコンソメ

じゃが芋 塩

油 ●/▲ベーコン ブロッコリー・人参・玉ねぎ チキンコンソメ

米（国産）

グリーンアスパラガス・ワカメ・コーン チキンコンソメ

11 水

ラーメン・油・ごま油 牛肉・さつま揚げ・赤味噌 玉ねぎ・赤パプリカ・キャベツ 醤油・中華だし・塩

小松菜・人参 穀物酢・醤油

油 かぼちゃ 塩

バナナ

・ニラ・にんにく・おろし生姜

砂糖・白ごま

砂糖 あじ おろし生姜 ウスターソース・醤油・酒

さつま芋・油 塩

こんにゃく・油・砂糖 きざみ昆布・切干大根 醤油・みりん・かつおだし

米（国産）

赤味噌・白味噌 茄子・白菜・チンゲン菜 かつおだし

油・パン粉 豚ミンチ・鶏ミンチ・豆腐 玉ねぎ・玉ねぎ 塩・チキンコンソメ・ケチャップ

マカロニ・油 チキンコンソメ

マヨドレ 大豆 きゅうり・コーン 塩

▲ロールパン

▲牛乳 コーン ▲コーンクリームスープの素

パイン{缶詰｝

14 土

米（国産）・油・砂糖・片栗粉 鶏肉 玉ねぎ・青ねぎ・おろし生姜 醤油・みりん

砂糖 ちくわ 大根・人参・グリーンピース かつおだし・醤油・酒

赤味噌・白味噌 白菜・小松菜・もやし かつおだし

13 金

6 金

２０２０年 ３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。

★

お誕生日会

おわか

れ会



６０１Kcal

２１.９g

１８.９g

２３８mg

とん平焼 牛乳 ▲牛乳
切干大根とチンゲン菜のツナ炒め バナナドーナツ 小麦粉・砂糖

じゃが芋の煮物 ベーキングパウダー

ごはん おろしバナナ・バナナ

味噌汁 ▲牛乳・油

鶏すき風煮 牛乳 ▲牛乳
ブロッコリーともやしのしらす和え ミートマカロニ マカロニ・合ミンチ

ごはん 玉ねぎ・にんにく・油・塩

味噌汁 赤ワイン・小麦粉・砂糖

フルーツ（りんご） ケチャップ・ソース・醤油

サバの煮付け 牛乳 ▲牛乳

かぼちゃのバター焼 きなこと 小麦粉・黒砂糖・きな粉

カリフラワーサラダ 黒糖のスコーン ベーキングパウダー・塩

麦入りごはん ●卵・▲無塩バター

すまし汁 ▲ヨーグルト

カレーライス 牛乳 ▲牛乳

野菜サラダ ももゼリー ゼラチン・砂糖

フルーツ（オレンジ） 黄桃（缶詰）

牛乳 ▲牛乳

せんべい アンパンマンの

ソフトせんべい

サケの甘辛煮 牛乳 ▲牛乳

ゆでブロッコリー スイートポテト さつま芋

▲牛乳・●卵

▲バター・砂糖

ごはん

味噌汁

家常豆腐 牛乳 ▲牛乳

（ｼﾞｬｰﾂｧﾝﾄﾞｳﾌ） サモサ風 じゃが芋・豚ミンチ

ツナチーズサラダ 揚げぎょうざ 玉ねぎ・油・塩

ごはん カレーパウダー

たまごスープ ぎょうざの皮

フルーツ（バナナ）

のっぺいうどん 牛乳 ▲牛乳

さつま芋の天ぷら そぼろおにぎり 米（国産）

ほうれん草と白菜のおかか和え 鶏ミンチ・油

フルーツ（オレンジ） 醤油・砂糖・みりん

コーン・塩

タンドリーチキン 牛乳 ▲牛乳

スパゲティソテー ツナサンド ▲食パン

こんぶサラダ まぐろフレーク

麦入りごはん 胡瓜・マヨドレ

味噌汁

白身魚のチーズフリッター 牛乳 ▲牛乳

かぼちゃの煮物 コーンフレーク 小麦粉・片栗粉

小松菜とキャベツの納豆和え クッキー ベーキングパウダー

ごはん ▲牛乳・油

スープ ▲シスコーン

牛乳 ▲牛乳

せんべい ぽたぽた焼

小松菜ともやしの梅風味和え

はるさめスープ

マーマレードチキン 牛乳 ▲牛乳

しらすとブロッコリーのサラダ きなこパン ▲ロールパン

高野豆腐の卵とじ 油・きな粉

ごはん 砂糖・塩

味噌汁

白身魚のみそバター煮 牛乳 ▲牛乳

にんじんきんぴら かぼちゃ 小麦粉・砂糖

もやしと胡瓜の塩昆布和え パンケーキ ベーキングパウダー

ごはん ▲牛乳・油

スープ かぼちゃ

火24

中華丼

月

・テンメンジャン・赤味噌 ・おろし生姜・にんにく

・きゅうり・にんにく

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 野菜類・藻類・くだもの類

おやつ

献立名

献立名

材　　料
黄◇　力や体温となるもの

かつおだし・醤油高野豆腐・●卵

原材料

みりん・酒

大根・ワカメ

ごぼう

キャベツ・玉ねぎ・あおさのり かつおだし・お好み焼ソース

切干大根・チンゲン菜

かつおだし・醤油・みりん・酒人参

かつおだし

砂糖

▲バター・片栗粉 ホキ・赤味噌・赤味噌

米（国産）

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

赤◇　　血や肉になるもの

麩 赤味噌・白味噌

こんにゃく・油・砂糖

油・マヨドレ ●卵・豚肉

ごま油・砂糖 まぐろフレーク

米（国産）

日
曜
日

16 月

18 水

21 土

醤油・みりん・酒

じゃが芋・砂糖 人参・いんげん かつおだし・酒・醤油

米（国産）

麩 うす揚げ・赤味噌・白味噌 えのきだけ かつおだし

17 火

糸こんにゃく・油・砂糖 鶏肉・豆腐 白菜・玉ねぎ・人参・ごぼう かつおだし・醤油・みりん

しらす干し ブロッコリー・もやし 醤油・みりん・かつおだし

赤味噌・白味噌 ほうれん草・まいたけ・ワカメ かつおだし

りんご

砂糖 サバ おろし生姜 醤油・酒・かつおだし

▲バター かぼちゃ

カレーフレーク

砂糖・オリーブ油 カリフラワー・きゅうり・コーン 穀物酢・塩

米（国産）・押麦

高野豆腐 ほうれん草・しめじ かつおだし・醤油・塩

19 木

米（国産）・押麦・じゃが芋・油 牛肉 玉ねぎ・人参

砂糖・オリーブ油 きゅうり・人参・コーン・レモン果汁 穀物酢・塩・醤油

オレンジ

お　　弁　　当　　日

片栗粉・砂糖 サケ おろし生姜 かつおだし・醤油・みりん・酒

ひじき入りナムル23

ブロッコリー

砂糖・ごま油 芽ひじき・切干大根・人参 醤油・醤油・塩

米（国産）

巻麩 赤味噌・白味噌 チンゲン菜・玉ねぎ かつおだし

油・砂糖・片栗粉 豚肉・厚揚げ 人参・玉ねぎ・しめじ・ピーマン 醤油・酒・中華だし

じゃが芋・砂糖・オリーブ油 まぐろフレーク・▲チーズ キャベツ・レモン果汁 穀物酢・塩・醤油

米（国産）

●卵 ワカメ・もやし 中華だし・醤油・塩

バナナ

25 水

うどん・片栗粉 鶏肉 大根・しいたけ・青ねぎ・だし昆布 かつおだし・醤油・みりん・塩

さつま芋・▲天ぷら粉・油

さつま揚げ・かつお節 ほうれん草・白菜・人参 醤油・みりん・かつおだし

オレンジ

26 木

油 鶏肉・▲ヨーグルト にんにく・おろし生姜 塩・カレー粉・ケチャップ

スパゲティ・油 ●/▲ハム 玉ねぎ チキンコンソメ

砂糖・ごま油 きざみ昆布・きゅうり・キャベツ・コーン 醤油・穀物酢・みりん

米（国産）・押麦

赤味噌・白味噌 ワカメ・もやし・しめじ かつおだし

27 金

小麦粉・▲天ぷら粉・油 ホキ・▲牛乳・▲粉チーズ 塩

砂糖 かぼちゃ かつおだし・醤油・酒

納豆 小松菜・キャベツ・人参 醤油

米（国産）

じゃが芋 豆腐 ブロッコリー チキンコンソメ

28 土

米（国産）・油・片栗粉 牛肉・ちくわ 白菜・玉ねぎ・人参 中華だし・醤油・塩

もやし・小松菜・しそ練り梅 醤油・みりん・かつおだし

春雨 カリフラワー・青ねぎ 中華だし・醤油・塩

油・砂糖 しらす干し ブロッコリー・キャベツ・人参 醤油・穀物酢

・まいたけ・いんげん

米（国産）

30 月

小麦粉・油・マーマレード 鶏肉 おろし生姜 塩・醤油・みりん

じゃが芋 白菜・チンゲン菜 チキンコンソメ

31 火 もやし・きゅうり・塩昆布



 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

２０２０年 3月号 

給食だより 
 今年度もあとわずかとなりました。この 1 年で、「食べられる食材が増えた」「お箸が上手に使

えるようになった」など食事に関してもたくさん成長したのではないでしょうか？ 

伝統的な日本人の食文化である『和食』は世界に認められ、ユネスコ無形文化遺産に登録されてい

ます。新年度に向けて食生活を振り返るとともに、“和食のよさ”にふれてみましょう。 

 

【和食文化】 
 

未来に日本の食文化を伝えるためには、自然に感謝して残さず『食べる』、本を読んだり人に聞い

たりして『学ぶ』、家庭や園で食事を『作る』、家族や周囲の人に『教える』ことが大切です。 

できることから実践してみましょう。 

 

「和食」文化とは、単なる料理ではなく、『自然を大切にする』 

という日本人のこころに基づく、食の習わしのこと 

「一汁三菜」を基本とする日本の食事スタイルは理想的な 

栄養バランスといわれている。また、だしを活用し「うま味」を上手に 

効かせた食事は、脂肪分が少なくなり、肥満防止や長寿に役立っている。 

『いただきます』『ごちそうさま』 

 

伝統的な日本人の食文化 

★多様で新鮮な食材と素材の味わいを活用 

★自然の美しさの表現 

★バランスよく健康的な食生活 

★年中行事との関わり 

食事のマナー 

 

日本って 

どんな国？ 

●はっきりとした四季がある ●季節によって採れる食材が違う 

●まわりを海に囲まれた島国で、魚などの海の幸が豊富 

●国土の７割が森林で、山と川がたくさんある 

『いただきます』は「食べる」「もらう」の謙譲語

である「いただく」から派生した言葉です。 

『ごちそうさま』の“馳走（ちそう）”は、食事の

支度に走り回ることを指します。 

どちらも、命をくれた動植物、その食事に関 

わった人への感謝をあらわすものです。 

 

お箸の使い方、食器の並べ方、食べるときの姿

勢などの食事のマナーは一緒に 

食べる人同士が気持ちよく食事を 

囲むための約束ごとです。 

自分がおいしく・安全に食べる 

ことにもつながります。 

かつお節や煮干、昆布、干しいたけ 

などには、「うま味」のもとがたっぷり 

「行事食」とは、季節ごとの行事やお祝いの日に食べる特別な料理 

のこと。家族の健康や幸せを願う意味が込められているものが多い。 

行事食を家族や地域の人と一緒に食べながら、絆を深めてきた。 

 

お正月〔おせち〕・桃の節句〔ひなあられ〕・ 

端午の節句〔かしわ餅〕・大晦日〔年越しそば〕 

日本は南北へ細長く伸びており、各地域にはその地域独特の食材が収穫されたり、栽培されたりしている。 

そして、それぞれの風土にあった食材を用いた「郷土料理」が受け継がれている。 

料理の盛り付けをするときは、自然の美しさや四季の移ろいを表現する。 

旬の食材を使った料理に、季節の花や葉などを添えたり、季節にあった器や調度品を 

利用したりして、季節感を楽しむ。 

特徴① 

特徴② 

特徴③ 

特徴④ 

みどり野保育園 

協力 一冨士フードサービス㈱ 



 

いちご 
主な栄養素 

●ビタミンＣ 
抗酸化作用があり、コラーゲンの生成や免疫力を高める 

作用がある。 

効能・・・風邪予防、肌荒れの予防など 

 

●アントシアニン（いちごの赤い色素成分） 
目の働きを高める成分であるロドプシンの再合成を 

助ける働きがある。 

効能・・・眼精疲労の予防や改善など 

 

 

♪いちごのヘタ近くまで色が 

しっかりついているもの                   

                                 

♪表面にツヤがありうぶ毛のような

ものが残っているもの          

                              

♪いちごのヘタが鮮やかな緑色で先

がピンと立っているもの 

 

効果倍増の組み合わせ 

いちご×ヨーグルト 
いちごのビタミンＣは、ヨーグルトのカルシウ

ムの吸収を助ける作用があります。 

丈夫な歯を維持や、骨粗しょう症の予防が 

期待できます。 
 

〈おすすめレシピ〉 

いちごヨーグルトスムージー 

 

 

いちご×アーモンド 
いちごのアントシアニンとアーモンドの 

ビタミンＥはえおちらも免疫力を高める効能が 

あると言われています。一緒に食べることで、 

より健康増進が期待できます。 

 

〈おすすめレシピ〉 

いちごジャムとスライスアーモンドのトースト 

 

食と健康の 

豆知識 

おすすめメニュー！

ー！

 
簡単「じゃこ大豆」を作ってみよう！ 

 
【材料 子供 1人分】 

食べるいりこ(又はちりめんじゃこ・・・4ｇ  水煮大豆・・・25ｇ 

ごま・・・2ｇ(小さじ 1)  砂糖・・・5ｇ  醤油・・・4ｇ  酒・・・4ｇ 

＊いりこの代わりに揚げたさつま芋やかぼちゃを 

使っても美味しいですよ！ 

【作り方】 

①いりこはからいりする。 

②水煮大豆もからいりする。 

③②に①を加え、調味料を加えて、水分が少なくなるまで、炒める。 

④仕上げにごまを振る。 
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