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管理栄養士

高良江里奈

食事のあいさつ

「いただきます」

「ごちそうさま」

沖縄の長い夏もほっとひと休憩。。。

少しずつではありますが秋を感じられるようになってきました。

「食欲の秋」涼しくなると食欲も湧きますが、暴飲暴食は禁物☆です。

食欲が増すこの時期にこそ「食べることが健康の基本である」という原点に戻り、

栄養・食生活 のあり方を見直してみてはいかがでしょうか。

食べますという意味

だけでなく、

その命を頂くことに感謝し

て「生命をいただきます」

という挨拶です。

うちなーむん（沖縄の旬）
沖縄には土地ならではの食材がたくさんあります。

住む土地の季節の物を食べると体も喜びます。

旬のうちなーむんを紹介します。

「いただきます」 「ごちそうさま」
「馳走」と書き「駆け走る」

という意味があります。

食べ物には食材を育てる人

収集・運搬する人、調理する人など

沢山の人が関わっています。

その人達への感謝の意味を

込めた挨拶です。

紅芋

鮮やかな紫紅色に、ねっとりとした食感と

上品な甘み。蒸しても揚げてもおいしい

紅イモは、ビタミンやミネラルだけでなく、

アントシアニンも多く含まれていることから、

近年注目を集めている島やさいです。

沖縄の在来柑橘種のシークヮーサー。

沖縄方言でシーは酸、クヮーサーは

食べさせるという意味です。

ビタミンやカロテンを多く含み、ノビレ

チンも豊富です。沖縄では、大宜味村

や名護市などで生産されています。

食事のあいさつ、いただきますとごちそうさま。

当たり前のように言っていますが、子ども達にどんな意味？

と聞かれたら答えられるでしょうか？

動食物の命を頂いている事、

関わる人への感謝の気持ちも忘れずに

気持ちをこめて挨拶しましょう。

シィークヮ―サー

秋の食材ぱぱっとレシピ
●さんまかば焼き・シィークヮ―

サー添え●

材料・・・サンマ開き・サラダ油大さ

じ2・

小麦粉適量・砂糖大さじ1・みりん大さ

じ1.5・

酒大さじ1.5・しょうゆ大さじ1.5・

シィークヮ―サー（お好みで仕上げ

に）

作り方

1、砂糖・みりん・酒・しょうゆを合
わせておく。

2、サンマに小麦粉をまぶす。サラダ

油を熱したフライパンで、サンマをこ

んがり焼く。
4、サンマが両面こんがり焼けたら、
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もちもちチーズ
パン　牛乳

○牛乳　牛乳　豚肉　ベーコ
ン

○粉チーズ　バター　鶏ひき
肉

オレンジ　かぼちゃ
ほうれん草　玉葱　人参

マシュマロおこ
し

牛乳

くずもち
牛乳

ご飯　パンプキンシチュー
ほうれん草とベーコン炒め　果物

米　○白玉粉　小麦粉
オリーブ油　○油

親子丼　ひじきと枝豆のサラダ
みそ汁

米　○黒砂糖　○くず粉
○グラニュー糖　油
○タピオカ粉　砂糖

○牛乳　鶏もも肉　卵　ハム
みそ　油揚げ　○きな粉
絹ごし豆腐　鶏ひき肉

玉葱　白菜　枝豆　人参
ねぎ　ひじき　焼海苔

海苔佃煮おにぎ
り

お茶

豆腐肉みそ丼　白菜のサラダ
中華スープ

米　はるさめ　砂糖
ごま油　油

マロンケーキ
豆乳

あわご飯　白身魚のフライタルタ
ルかけ

和え物　すまし汁

米　マヨネーズ　○オート
ミール

パン粉　油　小麦粉
○コーンフレーク

○牛乳　白身魚　卵　○無塩
バター

○黒ごま　○ヨーグルト(無
糖)

玉葱　もやし　コーン　いん
げん

人参　ねぎ　カットわかめ
パセリ　レモン果汁

焼きそば　大根とツナのあえ物
すまし汁

焼きそばめん　○米　マヨ
ネーズ

油　ゆでうどん

豚肉　厚揚げ　ツナ
絹ごし豆腐　鶏ひき肉

大根　キャベツ　玉葱　胡瓜
チンゲンサイ　ピーマン　人

参
○のり佃煮　　青海苔

○牛乳　厚揚げ　豚ひき肉
かにかま　みそ

木綿豆腐　鶏ひき肉

○バナナ　白菜　玉葱
○プルーン　ねぎ　にら

干し椎茸　しょうが

五穀米ご飯　鶏手羽と紅芋の揚げ
煮

温野菜　なめこみそ汁

米　紅芋　○小麦粉　五穀米
油　片栗粉　小麦粉
砂糖　はちみつ

○豆乳　鶏手羽肉　絹ごし豆腐
○マロンペースト　みそ　○卵

鶏ひき肉
○無塩バター　○ヨーグルト(無

糖)

ブロッコリー　なめこ　人参
ねぎ　しょうが　にんにく

南瓜

ココアケーキ
牛乳

バナナ＆クラッ
カー

プルーン
牛乳

ご飯　鶏肉とコーンの炒め物
アボじゃがサラダ　すまし汁

米　じゃがいも　○ホット
ケーキ粉

マヨネーズ　オリーブ油

○牛乳　鶏もも肉　○卵
○無塩バター　バター

玉葱　アボガド　ピーマン
コーン

　赤ピーマン　胡瓜　○バナ
ナ

黒みつ大学芋
豆乳

ミートスパゲティー　ボイルサラ
ダ

果物　野菜スープ

マカロニ・スパゲティー　○
米

油　砂糖

豚ひき肉　牛ひき肉　ハム
○さけ　○いわし(煮干し）

粉チーズ　鶏ひき肉

玉葱　ぶどう　ホールトマト
缶詰

ブロッコリー　白菜　人参
にんにく

鮭と大根葉おにぎ
り　お茶

カレーライス　キャベツサラダ
果物　野菜スープ

○さつまいも　米　じゃがい
も

○黒砂糖　○油　油
オリーブ油　砂糖

○豆乳　牛肉　牛乳
○ごま　鶏ひき肉

りんご　キャベツ　玉葱　ほ
うれん草

　人参　コーン　グリンピー
ス

アーサヒラヤー
チー
牛乳

炊き込みご飯　さんまのごま揚げ
大根の和え物　麩のみそ汁

米　○フランスパン　油　小
麦粉

三温糖　うずまき麩　砂糖

○牛乳　さんま　○ゆであず
き缶

鶏もも肉　みそ
○ホイップクリーム　ごま

大根　長ネギ　人参　レタス
ねぎ　干し椎茸　わかめ　昆

布

手作りあんサン
ド

牛乳

三色どんぶり　白和え
浅漬け　みそ汁

米　○小麦粉　板こんにゃく
砂糖　○油　油

○牛乳　鶏ひき肉　卵
木綿豆腐　みそ　ちくわ

とうがん　ほうれんそう　胡
瓜

ねぎ　しょうが　焼海苔
○あおさ　かぼちゃ

クラッカーサンド
＆

キャンディチーズ
牛乳

ご飯　麩チャンプルー島ナー
キャベツの磯あえ　みそ汁

米　車麩　油
○牛乳　木綿豆腐　豚肉

○チーズ　卵
みそ　ちくわ　ごま

キャベツ　もやし　玉葱　ね
ぎ

○いちごジャム　人参　から
しな

ツナマヨおにぎ
り

お茶

ポップコーン
豆乳

支那そばチャンプルー　おくらの
お浸し

果物　みそ汁

干し中華めん　○米
○マヨネーズ　油

豚肉　○ツナ　みそ　油揚げ
おきあみ　鶏ひき肉

ぶどう　オクラ　玉葱　大根
ごぼう　人参　ねぎ
にら　ほうれん草

ハムチーズサン
ド

牛乳

蒸かし芋
牛乳

○牛乳　ヨーグルト(無糖)
牛肉　スライスチーズ　○ハ
ム　　　　　　　　バター

鶏ひき肉

バナナ　玉葱　ブロッコリー
マッシュルーム　人参

ホールトマト缶　レタス
コーン

ふくれ菓子
牛乳

ハヤシライス　サラダ
バナナヨーグルト　すまし汁

米　○食パン　○マヨネーズ
油

麦ご飯　鮭のオーロラソース焼き
ほうれん草ときのこサラダ　ビー

フンスープ

米　○小麦粉　ビーフン　○
黒砂糖

押麦　マヨネーズ　オリーブ
油

○牛乳　さけ　○豆乳　○卵
ベーコン　○みそ　白身魚

ほうれん草　いんげん
白菜　玉葱　しめじ　えのき

たけ

3時おやつ

ご飯　鶏とじゃが芋の煮物
胡瓜の塩昆布あえ　ゆし豆腐

米　じゃがいも　砂糖
○牛乳　ゆし豆腐　鶏もも肉

うずら卵　みそ
絹ごし豆腐　鶏ひき肉

○オレンジ果汁　○みかん缶
胡瓜

人参　玉葱　グリンピース
塩昆布

オレンジゼリー
ビスケット

牛乳

2016年10月

日付 献立
材         料        名 （○はおやつ）

　10　月　幼　児　献　立　表

あわご飯　ひき肉じゃが
チンゲンサイ炒め　みそ汁

じゃがいも　米　○白玉粉
しらたき　うずまき麩　油
○片栗粉　ごま油　砂糖

○牛乳　○絹ごし豆腐　牛ひ
き肉

みそ　鶏ひき肉

キャベツ　玉葱　チンゲンサ
イ

赤ピーマン　コーン　人参
グリンピース　わかめ

あわご飯　マーボ豆腐
キャベツのマヨネーズあえ　かに

玉汁

○さつまいも　米　マヨネー
ズ

片栗粉　ごま油

○牛乳　木綿豆腐　豚ひき肉
卵　ちくわ　かにかまぼこ

みそ　鶏ひき肉

キャベツ　ほうれん草　玉葱
長ネギ　ねぎ　かぼちゃ

五穀米ご飯　ハンバーグ
サラダ　クリームスープ

米　五穀米　○ポップコーン
パン粉　○油　油

○豆乳　豚ひき肉　牛ひき肉
スライスチーズ　卵　ツナ

牛乳　鶏ひき肉

クリームコーン缶　玉葱　レ
タス

ブロッコリー　ミニトマト
胡瓜

みたらし豆腐団
子

牛乳
○豆乳　鶏もも肉　絹ごし豆

腐
○バター　○牛乳　牛乳

ヨーグルト(無糖)　ツナ　鶏

りんご　玉葱　人参
大根　しいたけ　えのきたけ

チョコチップス
コーン　豆乳

ご飯　あじの塩焼き　クーブイリ
チー

かき玉みそ汁

米　○フランスパン　こん
にゃく

油　砂糖

○牛乳　あじ　豚肉ばら　卵
みそ　白身魚

○いちごジャム　ミニトマト
ほうれん草　人参

刻みこんぶ　切干大根　トマ
ト

いちごジャムパ
ン

牛乳

チキンカレー　温野菜　ディップ
添え

果物　きのこのスープ

米　じゃがいも　○ホット
ケーキ粉

　マヨネーズ　油

お弁当会 ○白玉粉　○油 ○牛乳　○つぶしあん

スイートポテト
牛乳

○牛乳　鶏もも肉　絹ごし豆
腐

○コンデンスミルク　みそ
かつお節　鶏ひき肉

ほうれんそう　玉葱　人参
ねぎ　あおさ

もちもちどら焼
き

牛乳

※  食材の都合により献立を変更する場合があります。
※10日は体育の日でお休みです。

沖縄そば　大根と豚肉の煮物
胡瓜とわかめの酢の物　果物

沖縄そば　○米　砂糖
豚肩ロース　かまぼこ

しらす干し　ごま　鶏ひき肉
大根　胡瓜　なし　長ネギ
ねぎ　わかめ　人参　玉葱

鶏と野菜のみそマヨ丼ぶり
ほうれん草のお浸し　アーサ汁

米　○さつまいも　マヨネー
ズ

○砂糖　油

豆腐ショコラ
牛乳

キーマカレー　きのことごぼうの
サラダ

果物　白菜スープ

米　○ホットケーキ粉　マヨ
ネーズ

小麦粉　油　○オリーブ油
砂糖

○牛乳　豚ひき肉　牛ひき肉
○絹ごし豆腐　粉チーズ

黒ごま　鶏ひき肉

バナナ　玉葱　白菜　ごぼう
人参　しめじ　ピーマン　に

ら
ひじき　にんにく　しょうが

ゆかりおにぎり
お茶



2016年10月

日付 時間帯 完了期 離乳食　後期 離乳食　中期 離乳食　初期

01(土) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鶏とじゃが芋の煮物 鶏とじゃが芋の煮物 鶏そぼろとじゃが芋の煮物 ペースト（じゃが芋・玉ねぎ・人参）

胡瓜の塩昆布あえ 胡瓜の和え物 胡瓜マッシュ すまし汁
ゆし豆腐 豆腐のみそ汁 豆腐のみそ汁

午後おやつ オレンジゼリー オレンジゼリー
ビスケット

牛乳
03(月) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

マーボ豆腐 マーボ豆腐 豆腐そぼろ煮 ペースト（豆腐・玉ねぎ・キャベツ）

キャベツのマヨネーズあえ キャベツのマヨあえ キャベツマッシュ すまし汁
かに玉汁 スープ スープ

午後おやつ 蒸かし芋 蒸かし芋
牛乳

04(火) 昼食 ハヤシライス 軟飯 全粥 つぶし粥
サラダ 鶏団子入りトマトポトフ 鶏団子入りトマトポトフ ペースト（玉葱・ブロッコリー・人参）

バナナヨーグルト バナナヨーグルト バナナヨーグルト バナナヨーグルト
すまし汁 すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ ハムチーズサンド チーズサンド
牛乳

05(水) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鮭のオーロラソース焼き 白身魚のマヨ焼き 白身魚の蒸し焼き ペースト（白身魚・トマト・いんげん・ほうれん）

ほうれん草ときのこのサラダ ほうれん草ときのこのサラダ ほうれん草マッシュ すまし汁
ビーフンスープ ビーフンスープ スープ

午後おやつ ふくれ菓子 蒸しパン
牛乳

06(木) 昼食 支那そばチャンプルー 軟飯 全粥 つぶし粥
おくらのお浸し 肉野菜チャンプルー 野菜そぼろ煮 ペースト（人参・玉葱・ほうれん草）

果物 果物 果物 すまし汁
みそ汁 おくらのお浸し みそ汁

みそ汁
午後おやつ ツナマヨおにぎり おにぎり

お茶
07(金) 昼食 五穀米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

ハンバーグ チーズハンバーグ ハンバーグトマトチーズ煮 ペースト（玉葱・人参・ブロ・トマト）

サラダ サラダ サラダ すまし汁
クリームスープ クリームスープ スープ

午後おやつ ポップコーン おじや
豆乳

08(土) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
麩チャンプルー島ナー 麩チャンプルー 麩と野菜そぼろ炒め ペースト（玉葱・人参・ほうれん草・キャベツ）

キャベツの磯あえ キャベツの磯あえ キャベツのマッシュ すまし汁
みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ クラッカーサンド＆キャンディチーズ クラッカーサンド＆キャンディチーズ

牛乳
11(火) 昼食 三色どんぶり 軟飯 全粥 つぶし粥

白和え つくね豆腐煮 つくね豆腐煮 ペースト（ほうれん草、南瓜、豆腐）

浅漬け 浅漬け 浅漬け すまし汁
みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ アーサヒラヤーチー アーサのヒラヤーチー
牛乳

12(水) 昼食 炊き込みご飯 鶏五目軟飯 全粥 つぶし粥
さんまのごま揚げ 白身魚の照り焼き 白身魚と野菜のの蒸し焼き ペースト（白身魚・人参・大根）

大根の和え物 大根の和え物 野菜マッシュ すまし汁
麩のみそ汁 麩のみそ汁 麩のみそ汁

午後おやつ 手作りあんサンド あんぱん
牛乳

13(木) 昼食 カレーライス 軟飯 全粥 つぶし粥
キャベツサラダ 肉団子入りポトフ 肉団子入りポトフ ペースト（キャベツ・じゃが・人参）

果物 キャベツサラダ キャベツマッシュ 果物
野菜スープ 果物 果物 すまし汁

野菜スープ 野菜スープ
午後おやつ 黒みつ大学芋 蒸かし芋

豆乳
14(金) 昼食 ミートスパゲティー ミートスパゲティー マカロニトマト煮 つぶし粥

ボイルサラダ ボイルサラダ ブロッコリマッシュ ペースト（玉葱・人参・トマト・ブロ）

果物 果物 果物 すまし汁
野菜スープ 野菜スープ 野菜スープ

午後おやつ 鮭と大根葉おにぎり おにぎり
お茶

15(土) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鶏肉とコーンの炒め物 鶏肉とコーンの炒め物 野菜と鶏の蒸し煮 ペースト（玉葱・じゃがいも・人参）

アボじゃがサラダ ポテトサラダ マッシュサラダ すまし汁
すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ ココアケーキ ケーキ
牛乳

17(月) 昼食 豆腐肉みそ丼 軟飯 全粥 つぶし粥
白菜のサラダ 豆腐肉みそ煮 豆腐肉みそ煮 ペースト(豆腐・玉ねぎ・人参)

中華スープ 白菜のサラダ スープ すまし汁
中華スープ

午後おやつ バナナ＆クラッカー バナナ＆クラッカー
プルーン
牛乳

※  食材の都合により献立を変更する場合があります。
※　離乳食は個々の発達・体調に合わせて調整しています。

※10日は体育の日でお休みです。

10月 離 乳 食 献 立 表
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日付 時間帯 完了期 離乳食　後期 離乳食　中期 離乳食　初期

15(土) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鶏肉とコーンの炒め物 鶏肉とコーンの炒め物 野菜と鶏の蒸し煮 ペースト（玉葱・じゃがいも・人参）

アボじゃがサラダ ポテトサラダ マッシュサラダ すまし汁
すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ ココアバナナケーキ バナナケーキ
牛乳

17(月) 昼食 豆腐肉みそ丼 軟飯 全粥 つぶし粥
白菜のサラダ 豆腐肉みそ煮 豆腐肉みそ煮 ペースト(豆腐・玉ねぎ・人参)

中華スープ 白菜のサラダ スープ すまし汁
中華スープ

午後おやつ バナナ＆クラッカー バナナ＆クラッカー
プルーン
牛乳

18(火) 昼食 焼きそば 焼きうどん うどん野菜そぼろあん うどんくたくた煮
大根とツナのあえ物 大根とツナのあえ物 大根マッシュ ペースト(大根・キャベツ)

すまし汁 すまし汁 すまし汁 すまし汁
午後おやつ 海苔佃煮おにぎり おにぎり

お茶
19(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

白身魚のフライ　タルタルかけ 白身魚のソテー 白身魚の蒸し焼き 白身魚の蒸し焼き
和え物 和え物 野菜マッシュ 野菜マッシュ

すまし汁 すまし汁 すまし汁 すまし汁
午後おやつ マシュマロおこし コーンフレークヨーグルト

牛乳
20(木) 昼食 五穀米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鶏手羽と紅芋の揚げ煮 鶏だんごと紅芋の煮物 鶏だんごと紅芋の煮物 ペースト（南瓜・人参・ブロッコリー）

温野菜 温野菜 野菜マッシュ すまし汁汁
なめこみそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ マロンケーキ マロンパンケーキ
豆乳

21(金) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
パンプキンシチュー パンプキンポトフ パンプキンポトフ ペースト(南瓜・玉葱・人参)

ほうれん草とベーコン炒め ほうれん草炒め ほうれん草マッシュ 果物
果物 果物 果物 すまし汁

午後おやつ もちもちチーズパン もちのちチーズパン
牛乳

22(土) 昼食 親子丼 軟飯 全粥 つぶし粥
ひじきと枝豆のサラダ 鶏野菜煮 野菜そぼろ煮 ペースト(玉葱・人参・絹ごし)

みそ汁 ひじきと枝豆のサラダ 人参炒め すまし汁
みそ汁 みそ汁

午後おやつ くずもち やさいおじや
牛乳

24(月) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
ひき肉じゃが ひき肉じゃが ひき肉じゃが ペースト(じゃが芋・キャベツ・玉葱・チンゲンサイ)

チンゲンサイ炒め チンゲンサイ炒め 野菜マッシュ すまし汁
みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ みたらし豆腐団子（よく混ぜる） パンケーキ
牛乳

25(火) 昼食 チキンカレー 軟飯 全粥 つぶし粥
温野菜　ディップ添え 鶏と野菜煮 鶏と野菜煮 ペースト(じゃが芋・人参・玉葱・豆腐)

果物 温野菜　ディップ添え 野菜と豆腐マッシュ 果物
きのこのスープ 果物 果物 すまし汁

きのこのスープ スープ
午後おやつ チョコチップスコーン スコーン

豆乳
26(水) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

あじの塩焼き 白身魚の塩焼き 白身魚の蒸し塩焼き ペースト(白身魚・トマト・大根・人参）

クーブイリチー クーブイリチー デークニイリチー すまし汁
かき玉みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ いちごジャムパン いちごジャムパン
牛乳

27(木) 昼食

午後おやつ もちもちどら焼き どら焼き風
牛乳

28(金) 昼食 沖縄そば 煮込みうどん 煮込みうどん くたくたうどん
だいこんと豚肉の煮物 だいこんと豚肉の煮物 だいこんとひき肉の煮物 ペースト(大根・南瓜・しらす)

きゅうりとわかめの酢の物 きゅうりとわかめの酢の物 きゅうりマッシュ
果物 果物 果物

午後おやつ ゆかりおにぎり おにぎり
お茶

29(土) 昼食 鶏と野菜のみそマヨ丼ぶり 軟飯 全粥 つぶし粥
ほうれん草のお浸し 鶏と野菜のみそ炒め 鶏と野菜のみそ煮 ペースト(玉葱・人参・ほうれん草)

アーサ汁 ほうれん草のお浸し ほうれん草のお浸し すまし汁
アーサ汁 すまし汁

午後おやつ スイートポテト スイートポテト
牛乳

31(月) 昼食 キーマカレー 軟飯 全粥 つぶし粥
きのことごぼうのサラダ ひき肉と野菜トマト煮 ひき肉と野菜トマト煮 ペースト(玉葱・人参・トマト)

果物 きのことごぼうのサラダ 果物 果物
白菜スープ 果物 白菜スープ すまし汁

白菜スープ
午後おやつ 豆腐ショコラ 豆腐パンケーキ

牛乳

※  食材の都合により献立を変更する場合があります。
※　離乳食は個々の発達・体調に合わせて調整しています。

お弁当会

10月 離 乳 食 献 立 表
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