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沖縄には他の土地にはない珍しい食べ物

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。

メカジキ

脂の乗りがが良く、照り焼きや

刺身、天ぷら等で定番の魚。

DHA・ＥＰＡも含み、アミノ酸

などもバランスが良い。

ターンム(田芋)

子孫繁栄をもたらす縁起物とし

て正月や盆などの行事料理に欠

かせない食材

タームパイも人気

うちなーむん（沖縄の旬）

クリスマスのおはなし
みんな大好きクリスマスケーキ！私たちが食べるクリスマスケーキといえば

ふわふわスポンジに白いクリームといちごがのったケーキですよね。

でもクリスマスケーキにはいろんな種類があります。

フランス語で「ブッシュ・ド・ノエル」という名前のケーキは、薪や丸太を

模したケーキでロールケーキを切り株に似せて作ります。

そしてもう一つ、最近はお店でもたまに見かけるようになったドイツの

「シュトーレン」。こちらはクリスマスを待つ期間に各週ごとのお祝いに食

されます。固めに焼いたドライフルーツのケーキの表面 に真っ白の粉砂糖が

まぶしてあります。イエスをおくるみで包んだ形をあらわしていると言われ

ています。

どれも美味しそう～😃😃

今年も1年ありがとう

ございました。

厨房の先生達は毎日

どんな風にしたら美味し

いかな？

どんな風にしたら野菜や

苦手な物を食べてくれる

だろうか？かみかみ練習

の為に少し大きくしよう

か？

と色々考えながらごはん

を作っています。

来年も、より美味しく

元気になる食事を作って

いきます。

よろしくお願いします！

来年は私の

戌（犬）年

だよ！

12月なのに汗ばむ事もある沖縄の冬。1年の終わりとは感じられませんよね♪

汗をかいて気温が下がると体も一気に冷えて風邪等ひきやすくなります。

体を温める為にもごはんなどのエネルギー源をしっかり摂る事が大切です。

そして12月といえば…クリスマス☆ですね。子どもたちも待ち遠しいイベントです。

風のうた保育園でも、特別メニューのクリスマスランチを予定していますよ！

2017年もあと少し、美味しい年越しそばもたくさん食べて

来年も元気な姿を見せてくださいね！

管理栄養士

高良江里奈

幼稚園組・クジラ組さん☆毎年恒例
芋ほり体験！美味しい紫芋の蒸しまん
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※16日（土）は厨房大掃除の為、登園される場合は弁当持参でお願いします。
※今月のお弁当会は28日（木）になります。

塩おにぎり＆ゴマ
フィッシュ　お茶

お弁当会 ○ホットケーキ粉 ○牛乳　○豚ひき肉 ○玉葱　○ピーマン　○人参
カレーまん

牛乳

年越しそば　タコ和え
ジーマーミ豆腐　果物

沖縄そば　○米　○黒砂糖
砂糖　ゆでうどん

ジーマーミー豆腐　鶏もも肉
たこ(茹)　かまぼこ　○煮干し

○白ごま　鶏ひき肉

みかん　胡瓜　ねぎ
わかめ　ほうれんそう　かぼちゃ

幼　　児　　献     立   　表

大掃除 〇黒棒カルシウム 〇牛乳

ウェハース
プルーン

牛乳

人参ケーキ
豆乳

○牛乳　鶏ひき肉　卵　みそ
いんげん　○プルーン　大根

人参　ねぎ　しょうが　あおのり
ほうれんそう　コーン缶

○豆乳　厚揚げ　豚ひき肉　○牛乳
みそ　○卵　○チーズ　バター

木綿豆腐　鶏ひき肉

バナナ　白菜　玉葱
人参　しめじ　胡瓜　ねぎ

アメリカンドック
牛乳

三色どんぶり
人参入り粉ふき芋　みそ汁

米　じゃが芋　油　砂糖

米　じゃが芋　○ホットケーキ粉
○油　○小麦粉　油

○牛乳　鶏もも肉　○ウインナー
ツナ油漬缶　○卵　牛乳　鶏ひき肉

かぼちゃ　かき　大根　ほうれん草
○人参　人参

コーン缶　グリンピース

干し中華めん　○米
○砂糖　○油　油

ご飯　あじの風味焼き
クーブイリチー　みそ汁

ココア蒸しパン
牛乳

米　○食パン　○マヨネーズ
オリーブ油　油

みそおにぎり
お茶

グラノーラバー
牛乳

○豆乳　豚ひき肉　牛ひき肉
ハム　○しらす干し

○粉チーズ　鶏ひき肉

※23日（土）は天皇誕生日でお休みになります
※食材の都合により献立を変更する場合があります。

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

3時おやつ

チキンカレー　白菜のサラダ
果物　すまし汁

揚げ豆腐のそぼろ丼
かぼちゃバターソテー　果物　すまし汁

米　○ホットケーキ粉
うずまき麩　○砂糖　○油　油

クリスマスケーキ
ホットカルピス

あわご飯　鯖の塩焼き
人参しりしり　ゆし豆腐

米　○食パン　あわ
○マヨネーズ　油

○牛乳　ゆし豆腐　さば　卵
○スライスチーズ　赤みそ　ベーコン

○ハム　白身魚
人参　ねぎ　にら

ハムチーズサンド
牛乳

クリスマスランチ
ロールパン　ローストチキン

フライドポテト　スープ

じゃが芋　ロールパン　○小麦粉
油　○砂糖　○粉糖

鶏もも肉　○カルピス
○生クリーム　○卵　鶏ひき肉

玉葱　ブロッコリー　○いちご
人参　コーン缶

赤ピーマン　パセリ

あわご飯　鶏とじゃが芋の煮物
麩とわかめの酢の物　すまし汁

じゃが芋　米　○コーンフレーク
おつゆ麩　油　砂糖

○牛乳　鶏もも肉　○バター
ごま　鶏ひき肉

白菜　人参　胡瓜
○干しぶどう　グリンピース

ねぎ　わかめ　しょうが　干し椎茸

バナナ　玉葱　キャベツ　人参
ピーマン　ねぎ　干しぶどう　レタス

にんにく　しょうが　○あおのり

支那そばチャンプルー　大根サラダ
果物　わかめスープ

米　○小麦粉　○黒砂糖
○タピオカ粉　○オリーブ油

油　砂糖

○牛乳　あじ　○豆乳　豚肉　みそ
油揚げ　鶏ひき肉　白身魚

キャベツ　ミニトマト　人参
切干し大根　刻みこんぶ
あおのり　トマト　大根

豚肉　かにかまぼこ
○麦みそ　○ツナ油漬缶　鶏ひき肉

かき　玉葱　大根　人参
にら　かいわれ大根　カットわかめ

焼きのり　ほうれんそう

じゃこトースト
豆乳

豚肉のしょうが焼き丼
和え物　ゆし豆腐

○さつま芋　米　油　ごま油
○牛乳　豚肉　ゆし豆腐　みそ

ちくわ　鶏ひき肉

玉葱　胡瓜　人参
ねぎ　塩こんぶ　生姜

わかめ　かぼちゃ

ふかし芋
牛乳

キーマハヤシ　サラダ　果物
レタススープ

発芽玄米ご飯　鮭の香草焼き
かぼちゃのサラダ　みそ汁

米　○フランスパン　マヨネーズ
パン粉　オリーブ油

○牛乳　さけ　卵　○つぶしあん
油揚げ　粉チーズ　たら

かぼちゃ　小松菜
ミニトマト　トマト

あんこサンド
牛乳

あわご飯　鶏肉のみそマヨ焼き
きんぴらごぼう　かきたま汁

○さつま芋　米　しらたき
マヨネーズ　ごま油　砂糖

りんごケーキ
牛乳

○牛乳　鶏もも肉　卵
みそ　鶏ひき肉

ほうれんそう　ごぼう
ブロッコリー　人参

ご飯　厚揚げカレー風味
ポテトサラダ　とろろ昆布汁

じゃが芋　米　五穀米
〇ホットケーキ粉　マヨネーズ

○オリーブ油　おつゆ麩

○牛乳　厚揚げ　豚ひき肉
ハム　○ヨーグルト
木綿豆腐　鶏ひき肉

大根　○りんご　人参
いんげん　コーン缶　グリンピース
○干しぶどう　とろろこんぶ　ねぎ

芋ようかん
牛乳

しそひじきおにぎり
お茶

麦ご飯　おでん
胡瓜のゆかり和え　すまし汁

米　○じゃが芋　板こんにゃく
おつゆ麩　○オリーブ油

○豆乳　厚揚げ　はんぺん
うずら卵水煮缶　○ピザ用チーズ
○ツナ油漬缶　木綿豆腐　たら

胡瓜　大根　人参
水菜　○玉葱

ねぎ　カットわかめ

じゃが芋ピザ
豆乳

ﾐｰﾄスパゲティー　ほうれん草オムレツ
果物　野菜スープ

○米　スパゲティー　油
オリーブ油　砂糖　マカロニ

卵　豚ひき肉　牛ひき肉
豚レバー　しらす干し　鶏ひき肉

オレンジ　玉葱　トマト缶
ほうれんそう　キャベツ　人参

トマトピューレ　セロリー　○ひじき
にんにく　パセリ　トマト

あわご飯　豆腐おろしハンバーグ
いんげんのごまマヨネーズあえ　みそ汁

米　○油　マヨネーズ　うずまき麩
油　片栗粉

○牛乳　木綿豆腐　豚ひき肉
牛ひき肉　みそ　○きな粉　卵

ごま　鶏ひき肉

○かぼちゃ　大根　いんげん
ブロッコリー　玉葱　人参

ひじき　ねぎ　カットわかめ

黒棒カルシウム
牛乳

○牛乳　豚肉　絹ごし豆腐
うずら卵水煮缶　かにかまぼこ

○バター　鶏ひき肉

白菜　人参　胡瓜
ねぎ　にら　椎茸

にんにく　しょうが

ヒラヤーチー
牛乳

フライドパンプキン
牛乳

ご飯　きのこのクリームシチュー
ブロッコリーサラダ　果物　スープ

米　じゃが芋　○小麦粉　油
○油　砂糖

クラッカーサンド
牛乳

トゥンジーじゅーしー　魚の天ぷら
キャベツの香り漬け　鶏汁

米　小麦粉　油　砂糖
○牛乳　かじき　鶏もも肉

卵　豚肉　ごま
鶏ひき肉　たら

キャベツ　大根　人参
こんぶ　干し椎茸　ひじき

レモン果汁　○いちごジャム

○牛乳　牛乳　鶏もも肉
ツナ　スキムミルク　鶏ひき肉

りんご　ブロッコリー　玉葱
人参　しめじ　マッシュルーム

赤ピーマン　○ねぎ

シナモントースト
牛乳

スパゲティーナポリタン
サラダ　果物　じゃが芋ポタージュ

○牛乳　牛乳　ウインナー
○さけ　バター

しらす干し　鶏ひき肉

オレンジ・ネーブル　玉葱　レタス
人参　ピーマン　赤ピーマン

のり　トマト

鮭おにぎり
お茶

中華あんかけ丼　春雨サラダ
中華スープ

米　○食パン　はるさめ
片栗粉　ごま油

○米　スパゲティー　じゃが芋
ごま油　マカロニ
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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
01(金) 昼食 チキンカレー 軟飯 全粥 つぶし粥

白菜のサラダ ポトフ ポトフ ペースト(じゃが芋・人参・白菜)
果物 白菜のサラダ 白菜マッシュ 果物

すまし汁 果物 果物 すまし汁
すまし汁 すまし汁

午後おやつ アメリカンドック パンケーキ
牛乳

02(土) 昼食 三色どんぶり 軟飯 全粥 つぶし粥
人参入り粉ふき芋 つくね煮 つくね煮 ペースト(じゃが芋・人参・ほうれん草)

みそ汁 人参入り粉ふき芋 人参入り芋マッシュ すまし汁
みそ汁 みそ汁

午後おやつ ウェハース 赤ちゃんせんべい
プルーン

牛乳
04(月) 昼食 揚げ豆腐のそぼろ丼 軟飯 全粥 つぶし粥

かぼちゃバターソテー 豆腐つくね煮 豆腐つくね煮 ペースト(大根・南瓜・豆腐)
果物 かぼちゃバターソテー 南瓜マッシュ すまし汁

すまし汁 果物 果物
すまし汁 すまし汁

午後おやつ 人参ケーキ 人参ケーキ
豆乳

05(火) 昼食 ご飯 軟飯 軟飯 つぶし粥
あじの風味焼き 白身魚の風味焼き 白身魚の風味焼き ペースト(白身魚・トマト・人参)
クーブイリチー クーブイリチー 大根マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁
午後おやつ ココア蒸しパン 蒸しパン（離乳）

牛乳
06(水) 昼食 あわご飯 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 鶏とじゃが芋の煮物 ペースト(じゃが芋・人参)
麩とわかめの酢の物 麩とわかめの酢の物 胡瓜マッシュ すまし汁

すまし汁 すまし汁 すまし汁
午後おやつ グラノーラバー コーンフレークヨーグルト

牛乳
07(木) 昼食 支那そばチャンプルー 煮込みうどん 煮込みうどん くたくたうどん

大根サラダ 大根サラダ 大根マッシュ ペースト（大根・人参・ほうれん草）
果物 果物 果物 すまし汁

わかめスープ
午後おやつ みそおにぎり みそおにぎり

お茶
08(金) 昼食 キーマハヤシ 軟飯 全粥 つぶし粥

サラダ ハンバーグ 煮込みバーグ ペースト(玉葱・人参・キャベツ)
果物 サラダ キャベツマッシュ 果物

レタススープ 果物 果物 すまし汁
レタススープ レタススープ

午後おやつ じゃこトースト じゃこトースト
豆乳 豆乳

09(土) 昼食 豚肉のしょうが焼き丼 軟飯 全粥 つぶし粥
和え物 豚肉と野菜の炒め煮 肉団子と野菜煮込み ペースト(玉葱・人参・南瓜)

ゆし豆腐 和え物 胡瓜マッシュ すまし汁
豆腐みそ汁 豆腐みそ汁

午後おやつ ふかし芋 ふかし芋
牛乳 牛乳

11(月) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
厚揚げカレー風味 豆腐野菜煮 豆腐野菜煮 ペースト（豆腐・大根・人参）

ポテトサラダ（ハム） ポテトサラダ ポテトマッシュ すまし汁
とろろ昆布汁 とろろ昆布汁 すまし汁

午後おやつ りんごケーキ りんごケーキ
牛乳

12(火) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鶏肉のみそマヨ焼き 鶏肉のみそマヨ焼き 肉団子煮 ペースト(ブロッコリー・人参・南瓜)

きんぴらごぼう きんぴらごぼう 人参マッシュ すまし汁
かきたま汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ 芋ようかん 芋ようかん
牛乳

13(水) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鮭の香草焼き 白身魚の香草焼き 白身魚の蒸し煮 ペースト(白身魚・トマト・南瓜)

かぼちゃのサラダ かぼちゃのサラダ かぼちゃマッシュ すまし汁
みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ あんこサンド あんこサンド
牛乳

14(木) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
おでん 魚と野菜煮 魚と野菜煮 ペースト(白身魚・人参・豆腐)

きゅうりのゆかり和え きゅうりの和え物 きゅうりの和え物 すまし汁
すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ じゃが芋ピザ チーズ入りじゃが芋マッシュ
豆乳

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

ほうれん草オムレツ ほうれん草ソティ ほうれん草マッシュ ペースト(しらす・玉葱・ほうれん草)
果物 果物 果物 果物

野菜スープ 野菜スープ 野菜スープ すまし汁
午後おやつ しそひじきおにぎり おにぎり

お茶
18(月) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

豆腐おろしハンバーグ 豆腐おろしハンバーグ 豆腐バーグおろし煮 ペースト(豆腐・玉葱・人参)
いんげんのごまマヨネーズあえ いんげんのマヨネーズあえ いんげんマッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁
午後おやつ フライドパンプキン かぼちゃ茶巾

牛乳
19(火) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

きのこのクリームシチュー ポトフ ポトフ ペースト(玉葱・じゃが芋・人参)
ブロッコリーサラダ ブロッコリーサラダ ブロッコリーマッシュ 果物

果物 果物 果物 スープ
スープ スープ スープ

午後おやつ ヒラヤーチー ヒラヤーチー
牛乳

20(水) 昼食 中華あんかけ丼 軟飯 全粥 つぶし粥
春雨サラダ 肉野菜炒め煮 肉団子と野菜の煮物 ペースト(白菜・人参・
中華スープ 春雨サラダ 胡瓜マッシュ すまし汁

みそ汁 スープ
スープ

午後おやつ シナモントースト シュガートースト
牛乳

21(木) 昼食 スパゲティーナポリタン マカロニトマト煮 マカロニトマト煮 つぶし粥
サラダ（レタスとじゃこ） サラダ（レタスとじゃこ） サラダ（レタスとじゃこ） ペースト（玉葱・人参・トマト・しらす）

果物 果物 果物 すまし汁
じゃがいもポタージュ じゃがいもポタージュ じゃがいもポタージュ

午後おやつ 鮭おにぎり おにぎり
お茶

22(金) 昼食 トゥンジーじゅーしー ボロボロじゅーしー 全粥 つぶし粥
魚の天ぷら 魚蒸し煮 魚蒸し煮 ペースト(白身魚・キャベツ）

キャベツの香り漬け キャベツの和え物 キャベツの和え物 すまし汁
鶏汁 鶏汁 鶏団子汁

午後おやつ クラッカーサンド クラッカーサンド
牛乳

25(月) 昼食 クリスマスランチ クリスマスランチ クリスマスランチ クリスマスランチ
ロールパン 軟飯 全粥 つぶし粥

ローストチキン バーグ野菜のコンソメ煮 バーグ野菜のコンソメ煮 ペースト(じゃが・ブロッコリー・人参)

フライドポテト マッシュポテト マッシュポテト すまし汁
スープ スープ スープ

午後おやつ クリスマスケーキ クリスマスケーキ
ホットカルピス

26(火) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鯖の塩焼き たらの塩焼き たらの塩蒸し ペースト(白身魚・人参)

人参しりしり 人参しりしり 人参マッシュ すまし汁
ゆし豆腐 豆腐みそ汁 豆腐みそ汁

午後おやつ ハムチーズサンド チーズサンド
牛乳

27(水) 昼食 年越しそば 年越しうどん 年越し煮うどん 年越しくたくたうどん
タコ和え 胡瓜和え 胡瓜マッシュ ペースト(南瓜・玉葱)

ジーマーミ豆腐 果物 果物 果物
果物 すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ 塩おにぎり＆ゴマフィッシュ 塩おにぎり
お茶

28(木) 昼食 お弁当会 お弁当会

午後おやつ カレーまん あんまん
牛乳

※16日（土）は厨房大掃除の為、登園される場合は弁当持参でお願いします。
※今月のお弁当会は28日（木）になります。
※23日（土）は天皇誕生日でお休みになります
食材の都合により献立を変更する場合があります。
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