
H28.5月

　　管理栄養士

　　　高良江里奈
5月になり、すっかり夏の気配を感じる沖縄。ひと足早い梅雨に入りそうなお天気が続いています。

入園・進級して1ヶ月が過ぎ、新しい生活にも少しずつ慣れてきた様子の子どもたち。
「きょうのごはんなーに？」「おやつは～？」と楽しみにしてくれています。

園ではできるだけ旬の野菜や果物を取り入れ、子どもでも食べやすいように工夫しています。

好き嫌いは成長の証しでもありますが、小さいうちに食べ物に興味をもつことが大切です。
色々な食べ物を食べられるようになると、バランスのよい食事が摂れて風邪などもひきにくくなります。

ゴールデンウィークもあり、生活が乱れやすい時期です。
ごはんはしっかり食べて1日のリズム作りをしましょう。

キャベツ
ビタミンCやUが豊富。胃腸の調子を
整えます。生で食べたり、スープなど
は溶けだしたビタミンを一緒に摂取で

きるのでおすすめ。

旬の野菜

いんげん
ミネラルや食物繊維が豊富で栄養バ
ランスの良い野菜です。アスパラガ
スにも含まれるアミノ酸「アスパラ
ギン酸」も含まれます。アスパラギ
ン酸は疲労回復やスタミナ増強に効

果があるとされます。

食べやすい☆の工夫
好き嫌いは誰でもあるもの。ミルクや母乳から少しずついろんな物を食べられるようになるまでは時間がかかりま
す。ミルクの甘味・うま味以外の物は食事を通して初めて知る味です。
風のうた保育園では食材チェック表を利用して少しづつ食べられるように確認しながら進めています。
食材によっては苦みがあるもの・硬いものなど食べにくいものもありますが、
一工夫すると食べられることもあります。いくつか紹介しますのでお家でも試してみてくださいね。

ゆでる・炒める・煮る
苦みも和らぎ、柔らかく消化

も良くなります。
成長とともに

硬さ・大きさに変化を！

だしをきかす
鰹節や昆布や煮干しで
だしをきかすと塩分も

減らせます。
だしの組み合わせも

おすすめ。

ミキサーして
混ぜ込む

細かくしたりミキサーし

てハンバーグに混ぜ込ん

だり、おやつに混ぜると

たべやすいです。

旬のものは
美味しい

旬の物は味も栄養価も高い
ので取り入れてみてください。特

に沖縄の島野菜は
栄養価が高いので

おすすめ☆

小さく切ったり
型取りする

形を変えると食べやすくなり
ます。

子どもと一緒に型抜きするの
も良いですね！

味付けを変える
カレー味やケチャップ

味など好きな味付けに

してみましょう。

給食だより
H29.5

管理栄養士
高良江里奈
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熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの
01
月

02
火

06
土

08
月

09
火

10
水

11
木

12
金

13
土

15
月

16
火

17
水

18
木

19
金

20
土

22
月

23
火

24
水

25
木

26
金

27
土

29
月

30
火

31
水

※3日～4日はゴールデンウィーク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。

あわご飯　揚げ魚の甘酢あんかけ
バンサンスー　中華スープ

米　○フランスパン　油
春雨　片栗粉
砂糖　ごま油

○牛乳　白身魚　卵　ハム
○バター　○きな粉

玉葱　トマト　えのき　人参
いんげん　椎茸　ねぎ

にら　レモン　わかめ　生姜
にんにく　南瓜

きなこラスク
牛乳

チキンカレーピラフ　レタスのサラダ
果物　ミルクスープ

米　じゃが芋
○小麦胚芽のクラッカー

○牛乳　牛乳　鶏もも肉
○チーズ　スキムミルクハム

ツナ油漬缶　鶏ひき肉

パイナップル　玉葱　○プルーン
レタス　トマト　人参　コーン

グリンピース　わかめ

胚芽クラッカー
プルーン

キャンディチーズ
牛乳

彩り野菜うどん　ひじき炒め
胡瓜の塩もみ

ゆでうどん　○米
油　砂糖

鶏もも肉　卵　だいず
○鮭　なると　おきあみ

鶏ひき肉

キャベツ　人参　胡瓜　玉葱
わかめ　絹さや

ひじき　にら　生姜

鮭おにぎり
お茶

三枚肉そば　甘酢和え
ジーマーミ豆腐　果物

沖縄そば　○米
砂糖　ゆでうどん

豚(骨･茹)　豚肉
ジーマーミー豆腐　○ツナ缶

かまぼこ　鶏ひき肉

オレンジ　大根　胡瓜　○人参　ねぎ　○よ
もぎ　○ひじき

わかめ　長ネギ　人参
玉葱　南瓜

フーチバージューシ
おにぎり

お茶

中華どんぶり
ブロッコリーのおかか和え　みそ汁

米　○黒砂糖　○くず粉
油　片栗粉

○牛乳　豚肉　えび　いか
味噌　油揚げ　うずら卵
○きな粉　○すりごま
かつお節　鶏ひき肉

白菜　ブロッコリー　玉葱
ほうれん草　人参　干し椎茸

にんにく　しょうが

ゴマくずもち
牛乳

あわご飯　鮭のオーロラソース焼き
サラダ　すまし汁

米　じゃが芋　○ポップコーン
マヨネーズ　○油　おつゆ麩

○豆乳　鮭　白身魚
キャベツ　えのきたけ　人参
黄ピーマン　ねぎ　パセリ

ポップコーン
豆乳

お弁当会 ○白玉粉　○ごま油
○牛乳　○あんこ
○黒ごま　○ごま

韓国風おやき
牛乳

あわご飯　豆腐ステーキきのこたれかけ
いんげんおかか和え　お芋入り味噌汁

米　○小麦粉　さつま芋
○はちみつ　小麦粉
油　片栗粉　砂糖

○牛乳　木綿豆腐　鶏ひき肉
○卵　味噌　○バター

かつお節

いんげん　人参　玉葱
長ネギ　しめじ　えのき

ねぎ　干し椎茸　しょうが

手作りホットケーキ
牛乳

カレーライス　シーザーサラダ
果物　野菜スープ

米　○食パン　じゃが芋
マヨネーズ　油

○牛乳　鶏もも肉　ハム
牛乳　ベーコン

粉チーズ　鶏ひき肉

りんご　玉葱　レタス　人参
ほうれん草　○いちごジャム

　セロリー　胡瓜　コーン　レモン

ジャムパン
牛乳

ミートスパゲティー
野菜スティック　果物　スープ

マカロニ・スパゲティー
○米　マヨネーズ　油　砂糖

豚ひき肉　牛ひき肉
○煮干し　ツナ缶　粉チーズ

鶏ひき肉

玉葱　キウイ　ホールトマト
人参　トマトピューレ　小松菜

胡瓜　コーン　にんにく　トマト

ごま塩おにぎり
食べる炒り子

お茶

豚肉と野菜のしぐれ丼
大根サラダ　みそ汁

米　○ホットケーキ粉
砂糖

○牛乳　豚肉　○あずき
○無塩バター　○卵　味噌

しらす干し　鶏ひき肉

だいこん　もやし　玉葱
長ネギ　人参　ごぼう　枝豆

水菜　ねぎ　わかめ　生姜　南瓜

あずきケーキ
牛乳

あわご飯　西京焼き
キャベツの梅ソース和え

具だくさん豚汁

米　○ホットケーキ粉　○砂糖
春雨　油　砂糖　○オリーブ油

○豆乳　かれい　○ヨーグルト
　豚肉　○卵　味噌

キャベツ　人参　白菜　オクラ
ごぼう　ねぎ　○レモン

うめ干し　○バナナ

ヨーグルトケーキ
豆乳

じゅーしー　島ラッキョウのかきあげ
ハンダマー白和え　みそ汁

米　○小麦粉　小麦粉
○黒砂糖　油

○牛乳　木綿豆腐　豚肉
味噌　○無塩バター

○すりごま

玉葱　○人参　ほうれん草　えのき
人参　とろろこんぶ　島らっきょう

ひじき　ねぎ　○パセリ　南瓜　はんだま

人参棒
牛乳

ご飯　マーボーナス
切干し大根サラダ

中華風コーンスープ

米　○強力粉　○黒砂糖
はるさめ　片栗粉　ごま油　油

○牛乳　豚ひき肉　卵　ハム
味噌　おきあみ

絹ごし豆腐　鶏ひき肉

なす　クリームコーン缶　長ネギ
いんげん　人参　切干大根

ひじき　レモン　にら
生姜　ほうれん草

アガラサー
牛乳

五穀米ご飯　タンドリーチキン
アボじゃがサラダ　果物　すまし汁

米　○食パン　じゃが芋
五穀米　マヨネーズ

○マヨネーズ　油　はちみつ

○豆乳　鶏もも肉　○卵
絹ごし豆腐　ヨーグルト

ハム　鶏ひき肉

オレンジ　ミニトマト　アボガド
レタス　胡瓜　玉葱　ねぎ

○パセリ　にんにく
ほうれん草　トマト

卵サンド
豆乳

焼きうどん・しょうゆ味
胡瓜とちくわの和え物　果物

すまし汁

ゆでうどん　○米　砂糖
油　ごま油

豚肉　絹ごし豆腐　ちくわ
かつお節　鶏ひき肉

りんご　キャベツ　胡瓜
人参　長ネギ　赤ピーマン

ねぎ　わかめ

ゆかりおにぎり
お茶

五穀米ご飯　レバーの酢豚風
サラダ　もずく卵スープ

米　五穀米　片栗粉
油　砂糖

○牛乳　豚肉　卵　豚レバー
しらす　鶏ひき肉

○オレンジ果汁　玉葱　白菜
ブロッコリー　人参　もずく

レタス　コーン缶　赤ピーマン
トマト　にら

オレンジゼリー
ウエハース

牛乳

発芽玄米ご飯　魚のネギだれ
豆入りトマトサラダ　汁ビーフン

米　○食パン　ビーフン　油
○はちみつ　小麦粉　ごま油

○牛乳　白身魚　大豆
ハム　豚ひき肉

○バター　白ごま

トマト　玉葱　いんげん
長ネギ　人参　ねぎ　椎茸

ハニートースト
牛乳

トマトカレーライス　蒸し野菜サラダ
バナナヨーグルト　野菜スープ

米　○小麦粉　じゃが芋
○黒砂糖　○砂糖　油

○牛乳　ヨーグルト
牛肉　バター　鶏ひき肉

バナナ　玉葱　ブロッコリー
人参　トマト

マッシュルーム　セロリー

ちんびん
牛乳

ご飯　スペイン風チーズ入りオムレツ
コールスローサラダ　レタススープ

米　じゃが芋　油
卵　○牛乳　ウインナー

○豆乳　○あずき　○カルピス
チーズ　○コンデンスミルク

キャベツ　玉葱　ミニトマト
人参　レタス　ピーマン

コーン缶　トマト

あずきミルクプリン
カルピス

麦ご飯　ゆで豚と野菜のゴマダレ
子魚サラダ　ゆし豆腐

米　○小麦粉　○砂糖　押麦
ねりごま　オリーブ油

○牛乳　ゆし豆腐　豚肉
○卵　味噌　○バター

しらす　木綿豆腐　鶏ひき肉

○かぼちゃ　白菜　もやし
赤ピーマン　人参

ねぎ　ひじき　あおさ

スイートパンプキン
牛乳

スパゲティーナポリタン
ブロッコリーサラダ　果物

シーフードチャウダー

○米　スパゲティー　じゃが芋
小麦粉　ごま油

牛乳　ハム　えび　いか
バター　生クリーム　○味噌

○豚肉　鶏ひき肉

キウイ　玉葱　ブロッコリー
人参　しめじ　ピーマン

マッシュルーム
コーン缶　トマト

あんだんすーおにぎり
お茶

そぼろ親子丼
ピーマンのツナあえ　みそ汁

米　砂糖
○牛乳　卵　絹ごし豆腐

鶏ひき肉　ツナ缶
味噌　すりごま

玉葱　ピーマン　人参　ねぎ
○ブルーベリージャム　わかめ
いんげん　わかめ　ほうれん草

クラッカー
ジャム添え

牛乳

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

3時おやつ

発芽玄米ご飯　厚揚げのそぼろ煮
キャベツの昆布あえ　みそ汁

米　○小麦粉　じゃが芋
油　砂糖　片栗粉　ごま油

○牛乳　厚揚げ　豚ひき肉
○卵　味噌　○無塩バター

おきあみ　鶏ひき肉

キャベツ　玉葱　○バナナ
人参　いんげん　えのき

塩こんぶ

ココアバナナケーキ
牛乳
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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(月) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

厚揚げのそぼろ煮 厚揚げのそぼろ煮 豆腐のそぼろ煮 ペースト（豆腐・人参・キャベツ）
キャベツの昆布あえ キャベツの昆布あえ キャベツマッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁
午後おやつ ココアバナナケーキ バナナパンケーキ

牛乳
02(火) 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

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 ペースト（玉葱・人参・トマト）
果物 果物 果物 果物

シーフードチャウダー スープ スープ すまし汁
午後おやつ あんだんすーおにぎり おにぎり

お茶
06(土) 昼食 そぼろ親子丼 軟飯 全粥 つぶし粥

ピーマンのツナあえ そぼろ煮 そぼろ煮 つぶし粥
みそ汁 ピーマンあえもの ピーマンあえもの すまし汁

みそ汁 みそ汁
午後おやつ クラッカーディップ添え クラッカーディップ添え

牛乳
08(月) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

スペイン風チーズ入りオムレツ ポテトと野菜ののチーズ焼き ポテトと野菜ののチーズ焼き ペースト（じゃが芋・玉ねぎ・トマト）

コールスローサラダ キャベツサラダ キャベツサラダ すまし汁
レタススープ レタススープ 野菜スープ

午後おやつ あずきミルクプリン あずきかん
カルピス

09(火) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
ゆで豚と野菜のゴマダレ 肉野菜炒め煮 野菜そぼろ煮 ペースト（人参・白菜・しらす）

子魚サラダ 子魚サラダ 赤パプリカとしらすマッシュ 豆腐すまし汁
ゆし豆腐 豆腐すまし汁 豆腐すまし汁

午後おやつ スイートパンプキン 南瓜のマッシュ
牛乳

10(水) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
魚のネギだれ 魚の煮つけ 魚の煮つけ ペースト（白身魚・トマト・玉ねぎ）

豆入りトマトサラダ 豆入りトマトサラダ トマトとインゲンマッシュ すまし汁
汁ビーフン 汁ビーフン スープ

午後おやつ ハニートースト バタートースト
牛乳

11(木) 昼食 トマトカレーライス 軟飯 全粥 つぶし粥
蒸し野菜サラダ トマト煮 トマト煮 ペースト（ブロッコリー・人参・じゃが・トマト）

バナナヨーグルト 蒸し野菜サラダ 野菜のマッシュ バナナヨーグルト
野菜スープ バナナヨーグルト バナナヨーグルト すまし汁

野菜スープ 野菜スープ
午後おやつ ちんびん ちんびん風

牛乳
12(金) 昼食 焼きうどん・しょうゆ味 煮込みうどん そぼろ煮込みうどん うどんくたくた煮

胡瓜とちくわの和え物 胡瓜の和え物 胡瓜の和え物 ペースト（豆腐・キャベツ・人参）
果物 果物 果物 果物

わかめすまし汁
午後おやつ ゆかりおにぎり おにぎり

お茶
13(土) 昼食 五穀米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

レバーの酢豚風 レバー入肉団子トマト煮 肉団子トマト煮 ペースト（玉葱・人参・トマト・ブロ）

サラダ サラダ サラダマッシュ すまし汁
もずく卵スープ もずくスープ すまし汁

午後おやつ オレンジゼリー オレンジゼリー
ウエハース

牛乳
※3日～4日はゴールデンウィーク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。

スムーズに離乳食・幼児食を進める為,ご協力よろしくお願いします。
アレルギーの問題等もあり、園で使う食材は、まずご家庭で口にしてから進めていきますので、

スムーズに離乳食を進める為,に離乳食食材チェック表で各期に使われる食材と献立表の食材をご確認の上
前日までには食され保育士へ伝えてチェックするようご協力よろしくお願いいたします。

※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 献 立 表
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風のうた保育園

日付 時間帯 完了期 離乳食　後期 離乳食　中期 離乳食　初期
15(月) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

マーボーナス ナス味噌煮 ナス味噌煮 ペースト（豆腐・人参）
切干し大根サラダ 切干し大根サラダ サラダマッシュ すまし汁

中華風コーンスープ コーンスープ すまし汁
午後おやつ アガラサー 蒸しパン

牛乳
16(火) 昼食 五穀米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

タンドリーチキン 鶏のトマト煮込み 鶏だんごのトマト煮込み ペースト（玉葱・トマト・じゃが芋）
アボじゃがサラダ ポテトサラダ ポテトマッシュ 果物

果物 果物 果物 すまし汁
レタスすまし汁 レタススープ レタススープ

午後おやつ 卵サンド ジャムサンド
豆乳

17(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
西京焼き 魚味噌蒸し焼き 魚味噌蒸し煮 ペースト（白身魚・人参・キャベツ）

キャベツの梅ソース和え キャベツ和え キャベツマッシュ すまし汁
具だくさん豚汁 具だくさん汁 具だくさん汁

午後おやつ ヨーグルトケーキ バナナヨーグルト
豆乳

18(木) 昼食 じゅーしー ぼろぼろじゅーしー ぼろぼろじゅーしー つぶし粥
島ラッキョウのかきあげ 白和え 白和え ペースト（人参・ほうれん草・豆腐）

ハンダマー白和え みそ汁 みそ汁 すまし汁
みそ汁

午後おやつ 人参棒 人参棒
牛乳 牛乳

19(金) 昼食 ミートスパゲティー マカロニトマト煮 マカロニトマト煮 つぶし粥
野菜スティック 野菜スティック 野菜スティック ペースト（玉葱・人参・トマト）

果物 果物 果物 果物
スープ スープ ほうれん草スープ すまし汁

午後おやつ ごま塩おにぎり 塩おにぎり
食べる炒り子

お茶
20(土) 昼食 豚肉と野菜のしぐれ丼 軟飯 全粥 つぶし粥

大根サラダ 肉野菜炒め煮 野菜そぼろ炒め煮 ペースト（玉葱・人参・大根・しらす）
みそ汁 大根サラダ 大根マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁
午後おやつ あずきケーキ あずきパンケーキ

牛乳
22(月) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

豆腐ステーキきのこたれかけ 豆腐ステーキきのこたれかけ 豆腐のそぼろ煮 ペースト（豆腐・玉ねぎ・人参）
いんげんおかか和え いんげンおかか和え いんげんマッシュ すまし汁

お芋入り味噌汁 お芋入り味噌汁 お芋入り味噌汁
午後おやつ 手作りホットケーキ パンケーキ

牛乳
23(火) 昼食 カレーライス 軟飯 全粥 つぶし粥

シーザーサラダ ポトフ ポトフ ペースト（人参・じゃが芋・玉ねぎ）
果物 シーザーサラダ サラダマッシュ 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 ジャムパン ジャムパン
牛乳

24(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鮭のオーロラソース焼き 魚の蒸し焼き 魚とポテトのマッシュ ペースト（白身魚・じゃが・きゃべ）

サラダ サラダ キャベツマッシュ すまし汁
麩のすまし汁 麩のすまし汁 麩のすまし汁

午後おやつ ポップコーン やさいおじや
豆乳

25(木) 昼食 お弁当会 お弁当会
午後おやつ 小倉パンケーキ 小倉パンケーキ

牛乳
26(金) 昼食 三枚肉そば 煮込みうどん 煮込みうどん くたくた南瓜うどん

甘酢和え 甘酢和え 野菜マッシュ ペースト（大根）
ジーマーミ豆腐 果物 果物 果物

果物
午後おやつ フーチバージューシーおにぎり じゅーしーおにぎり

お茶
27(土) 昼食 中華どんぶり 軟飯 全粥 つぶし粥

ブロッコリーのおかか和え 肉野菜炒め 野菜そぼろ煮 ペースト（白菜・人参）
みそ汁 ブロッコリーのおかか和え ブリッコリーのマッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁
午後おやつ ゴマくずもち おじや

牛乳
29(月) 昼食 チキンカレーピラフ 軟飯 全粥 つぶし粥

レタスのサラダ 鶏バーグ 鶏バーグ煮 ペースト（人参・玉ねぎ・トマト）
果物 レタスのサラダ レタスのマッシュ 果物

ミルクスープ 果物 果物 すまし汁
ミルクスープ スープ

午後おやつ 胚芽クラッカー あかちゃんせんべい
プルーン キャンディチーズ

キャンディチーズ
牛乳

30(火) 昼食 彩り野菜うどん 彩り野菜煮込みうどん 煮込みうどん くたくたうどん
ひじき炒め ひじき炒め 野菜マッシュ ペースト（キャベツ・人参）

胡瓜の塩もみ 胡瓜の塩もみ
午後おやつ 鮭おにぎり おにぎり

お茶
31(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

揚げ魚の甘酢あんかけ 魚の甘酢あんかけ 魚のマッシュ野菜あん ペースト（白身魚・玉ねぎ・人参・トマト）
バンサンスー 春雨和え 野菜マッシュ すまし汁
中華スープ スープ スープ

午後おやつ きなこラスク きなこラスク
牛乳

※3日～4日はゴールデンウィーク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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