
 

【作り方】 
 
① 耐熱温度の高いポリ袋に米と水を同量入れ、袋の中の空気を

抜くように絞りながら袋の上のほうで結ぶ。 
② そのまま米を 30分置いておき、米に水をしっかり浸水させる。 

※この作業を怠ると硬い芯のあるご飯になり食べられない！ 
③ 大きめの鍋に湯を沸かし、そこに②を入れ、湯の中で 20 分加

熱する。 
④ 火をとめ、そのまま 10～15分湯の中で蒸らす。 
⑤ 袋を開けてスプーンで軽く混ぜたら完成。 

【作り方】 
 

① 卵以外の材料を全てポリ袋に入れ、袋の中の空気を抜くよ

うに絞りながら袋を上のほうで結ぶ。 

② 大きめの鍋に湯を沸かして、その中にポリ袋を入れ 

20～30分加熱する。（玉ねぎに火が通るまで） 

③ 別のもう一枚のポリ袋に卵を割り入れしっかりもんでおく。 

④ ②の袋を開けて③でもんだ卵を加え再び湯の中へ入れる。 

卵が半熟になったら完成。 
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令和４年 9月 

三玉保育園 給食室 

・決められた時間内に食べよう！ 

・残さず食べよう！ 

【材料】 
 
・無洗米 
・水 
・ポリ袋 

 
 
湯飲み 1杯 
湯飲み 1杯 
1枚 

【材料】  
 
・焼き鳥缶（塩かタレ） 
・玉ねぎスライス 
・砂糖 
・みりん 
・濃口しょうゆ 
・和風顆粒だし 
・水 
・卵 
・ポリ袋  

 
 
1缶 
1/4 個 
大 1.5 
大２ 
大２ 
２ｇ 
50 ㏄ 
3 個 
2 枚 

ポリ袋で作るご飯と親子丼 

9 月 1日は防災の日です。防災といえば、熊本 

では 6 年前に起きた熊本震災がみなさんの記憶

にも新しいことと思います。 

 今回はそんな困ったときに役立つ災害時の料

理を一つ紹介します。災害に限らずアウトドアでも

使うことができます。 

ぜひ一度作ってみられて下さい。 

◎万が一の災害レシピ◎ 

秋晴れの空が見え始めました。日中はまだ

まだ気温も高く、蒸し暑い日が続いています。 

保育園では、子ども達の水遊びを楽しむ元気

な声が給食室まで届いてきます。 

 これから暑さも少しずつ和らぐところです

が、夏の疲れが体調に出る時期でもあります。 

 子ども達の元気な体づくりのためにも、栄養

のある給食づくりを心がけていきます。 

月 火 水 木 金 土
1 2 3

朝おやつ ビスケット 牛乳 クッキー 牛乳 かりんとう 牛乳 

麻婆豆腐 魚のカレー揚げ ビビンバ丼
酢の物 味噌汁 豆腐汁
フルーツ ごぼうサラダ
*野菜スープ *キャンディーチーズ

パインケーキ カルピスゼリー
ミルク かみかみ昆布

5 6 7 8 9 10
朝おやつ ウエハース 牛乳 あられ 牛乳 クラッカー 牛乳 せんべい 牛乳 クッキー 牛乳 ボーロ 牛乳

切干大根煮 チーズ入りコロッケ 魚のピザ焼き 野菜のうま煮 スコッチエッグ ツナとトマトのスパゲティ

味噌汁 豆腐汁 野菜スープ 酢みそ和え ごまマヨサラダ フルーツ
ししゃも 添え野菜 中華サラダ 手作りふりかけ コンソメスープ
*ひきわり納豆 *フルーツ *キャンディーチーズ *味噌汁 *フルーツ

お好み焼き にんじんケーキ きなこサンド プリン お月見団子
玄米茶 ミルク ミルク からいりいりこ 牛乳

12 13 14 15 16 17
朝おやつ おかき 牛乳 ビスケット 牛乳 せんべい 牛乳 クッキー 牛乳 クラッカー 牛乳 ウエハース 牛乳

魚と野菜の煮つけ ハンバーグ 八宝菜 卯の花の円盤揚げ 牛とじ丼
豆腐汁 ワンタンスープ ポテトサラダ 味噌汁 豆腐汁
フルーツ 添え野菜 竹輪の照り煮 塩昆布和え
*ひきわり納豆 *フルーツ *お吸い物 *キャンディーチーズ

チョコチップクッキー うどん麺のかりんとう 誕生ケーキ パリパリピザ フレンチトースト
ミルク ミルク 牛乳 牛乳 ミルク

19 20 21 22 23 24
朝おやつ ボーロ 牛乳 ビスケット 牛乳 かりんとう 牛乳 クラッカー 牛乳

五目卵焼き レバー団子 魚のオランダ揚げ わかめうどん
春雨スープ お吸い物 味噌汁 フルーツ
甘酢和え ミニスパサラダ コーンサラダ
*ひきわり納豆 *フルーツ *キャンディーチーズ

おにぎり ココアケーキ みかんゼリー
玄米茶 ミルク かみかみ昆布

26 27 28 29 30
朝おやつ クッキー 牛乳 せんべい 牛乳 サブレ 牛乳 あられ 牛乳 ビスケット 牛乳

ハヤシライス チンジャオロース 鮭のバターしょうゆ焼き ひろすの含め煮 鶏肉の香味焼き
ひじきとツナのサラダ かき玉汁 豆腐汁 味噌汁 にゅう麺
フルーツ フルーツ 伴三糸 フルーツ ほうれん草の錦和え
*コンソメスープ *ひきわり納豆 *フルーツ *キャンディーチーズ *フルーツ

チーズまんじゅう 黒砂糖の蒸しパン ごまじゃこクッキー あんこかし ツナカレートースト
ミルク 牛乳 ミルク 玄米茶 ミルク

*は未満児添加分
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誕生会
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