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　　　管理栄養士　

　　　高良江里奈

旧暦の8月15日を中秋といい、この日の月は

一年で最も美しいとされ、 奈良時代から「月

見」行事が行われてきました。7、8、9月が秋と

され、8月が真ん中で あることから「中秋」と呼

ばれてきました。

中秋の月を鑑賞する風習は中国から伝わり、

まんまるお月様になぞった月見団子と稲穂に

見立てたススキを飾り、五穀豊穣を祈り、感謝

する祭礼として広まったとされます。

食欲の秋到来☆彡芋・栗・柿にきのこにさんま！！

秋の実りを味わう事で季節を感じ、四季のある所に生まれた事に喜びを感じます。

しかし沖縄ではまだまだ暑く、夏の疲れが出やすい時期です。

また、台風の多い時期は気圧の変化で体調もくずしやすくなります。

しっかり食べてゆっくり休んで水分補給も忘れずに♪

そして、９月3日～5日は沖縄のお盆です。

3日の初日のお迎えはウンケー、5日の送り日をウークイと言います。

沖縄のお盆は旧暦で見るので毎年日にちが違うのも不思議な感覚ですね。

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。

沖縄では豚肉と汁ものにしたり、和え物でよく

使われます。果肉は白く淡泊な味でキュウリに

似ています。水分が多く、カリウムやビタミン

Ｃが含まれます。むくみをとったりのどの渇き

を潤します。

インゲンのようにさやごと、炒めたり天ぷ

らがおすすめです。

ビタミンやミネラルを多く含みさやだけで

なく、葉や花、茎、種子も食べることがで

き、根茎の栄養価は大豆の10倍ともいわれ

ています。

モーイ

（越瓜）

ウリずん豆

（四角豆）

管理栄養士

高良江里奈

沖縄のお盆
旧暦の7月13日～15日は沖縄のお盆です。新暦でいうと今年は9月3日～9月5日。

迎え盆をウンケーと言い、ウンケージューシーを仏壇に供え食べる習わしがあります。

地域によって入れる具材は地域や家庭によって違いますが、特に那覇では生姜の葉を刻んで

入れるそうです。

水分の少なくなった生姜の根を土に植えると茎が生えてくるそうですよ！

中日（ナカビ・ナカヌヒー）には3食の他にぜんざいを供えます。

送り盆はウークイと言い重箱を供えウチカビ（あの世のお金）と供えた料理を燃やしあの世

に送ります。

また、お盆と言えば「エイサー」ですよね。

夜まで続くエイサーの音楽と踊りで、ご先祖様にこの世を大いに楽しんでもらう。

沖縄らしいもてなしですね。

⇦本土の線香は細い1本ですが、沖縄の線香はヒラウコーと言って平たくて筋が6本入った線香です。

アーイーヤー

イーヤーサーサー！

H29.

カンガルー組さん

ゴーヤー収穫☆☆

今年は他にもオクラ、シィークワーサー

じーまーみ(落花生)も収穫しましたよ
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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
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ソース焼きそば　セロリのマリネサラダ

果物　アーサ汁

焼きそばめん　○米

オリーブ油　油

豚肉　鶏むね肉

○さけ　鶏ひき肉

なし　冬瓜　キャベツ　胡瓜

セロリー　人参　ピーマン

○焼きのり　○大根（葉）

あおさ　あおのり

鮭おにぎり

お茶

豚丼　オクラ和え物　みそ汁
米　さつまいも　○フランスパン

○砂糖　砂糖　油

マシュマロおこし

牛乳

※18日敬老の日・23日秋分の日でお休みです。

○牛乳　厚揚げ　鶏もも肉　○卵

○無塩バター　麦みそ　木綿豆腐

鶏ひき肉　○ヨーグルト(無糖)

へちま　もずく　人参

胡瓜　レモン果汁　ねぎ　冬瓜

ご飯　スペイン風チーズ入りオムレツ

アスパラサラダ　人参ドレかけ　ビーフンスープ

米　ビーフン　じゃがいも

オリーブ油　油

○砂糖　はちみつ

※  食材の都合により献立を変更する場合があります。

鶏むね肉　卵　○とろけるチーズ

○かつお節　鶏ひき肉

パイナップル　胡瓜　人参

長ネギ　コーン缶　オレンジ

○豆乳　卵　ウインナー　○あずき

○ホイップクリーム

チーズ　すりごま　鶏ひき肉

胡瓜　グリーンアスパラガス

ミニトマト　人参

ピーマン　コーン缶　トマト

ご飯　さんまのごま焼き

キャベツの昆布あえ　パパイヤみそ汁

米　○食パン　○マヨネーズ

油　片栗粉

○牛乳　さんま　木綿豆腐

○卵　みそ　ごま

キャベツ　ミニトマト

パパイヤ　人参　塩こんぶ

ねぎ　○パセリ　冬瓜

麦ご飯　ナーベーラーンブシー

もずく酢　そうめん汁

米　○ホットケーキ粉

そうめん　押麦　砂糖　油

豚ひき肉　牛ひき肉　卵

ベーコン　鶏ひき肉

キウイフルーツ　胡瓜　トマト缶

ブロッコリー　人参　しめじ

えのき　パセリ

にんにく　バナナ　トマト

肉みそ丼　ほうれん草煮びたし

麩のすまし汁

米　○ホットケーキ粉

○砂糖　○油　砂糖

おつゆ麩　油

カレーピラフ　鶏肉とセロリのソテー

シークァーサーゼリー　すまし汁

米　○小麦粉　○ごま油

オリーブ油

鶏もも肉　○カルピス

○ツナ缶　鶏ひき肉

胡瓜　モヤシ　人参　セロリー

○にら　コーン　赤ピーマン　ネギ

グリンピース　わかめ　南瓜

しらす青菜おにぎり

お茶

親子丼　ピーマンのツナあえ　みそ汁
米　○小麦胚芽のクラッカー

○砂糖

○牛乳　鶏もも肉　卵

みそ　ツナ缶

絹ごし豆腐　鶏ひき肉

たまねぎ　ピーマン　白菜

○みかん　にんじん

ねぎ　にら　焼きのり

みかん入りゼリー

小麦胚芽クラッカー

牛乳

アガラサー

牛乳

発芽玄米ご飯　レバーコロッケ

酢の物　麩のすまし汁

じゃがいも　米　○小麦粉

パン粉　油　小麦粉

うずまき麩　○粉糖

肉そば　かき揚げ　麩とわかめの酢の物

沖縄そば　○米　小麦粉

さつま芋　油　おつゆ麩

砂糖　ゆでうどん

豚骨　干しえび　かまぼこ　卵

○しらす干し　ごま　鶏ひき肉

にんじん　きゅうり　○からし菜

ごぼう　ねぎ　わかめ　長ネギ

四角豆　玉葱　南瓜

○牛乳　厚揚げ　鶏ひき肉

ツナ缶　みそ　木綿豆腐

冬瓜　南瓜　胡瓜　人参

グリンピース　胡瓜　わかめ

○牛乳　豚ひき肉　豚レバー

○バター　○きな粉　卵

鶏レバー　鶏ひき肉

大根　胡瓜　ミニトマト

キャベツ　人参　えのき

ねぎ　トマト　モウイ

米　○砂糖　油
○牛乳　豚肉　木綿豆腐

みそ　ちくわ　鶏ひき肉

カルピスチーズケーキ

豆乳

夏野菜チキンカレー　野菜サラダ

果物　スープ

米　○フランスパン

○はちみつ　○砂糖　油

○牛乳　鶏もも肉　○豆乳　ハム

○バター　鶏ひき肉

オレンジ　白菜　人参

なす　胡瓜　ブロッコリー

えのき　トマト　ピーマン

ねぎ　オクラ

お弁当会 ○小麦粉　○オリーブ油
○牛乳　○とろけるチーズ

○ヨーグルト　○ハム
○赤ピーマン　○パセリ

カリカリピザ

牛乳

ご飯　麩チャンプルー

胡瓜の浅漬け　ゆし豆腐

米　○ホットケーキ粉

○砂糖　車麩　油

○牛乳　ゆし豆腐　卵　豚肉

○卵　○無塩バター

絹ごし豆腐　鶏ひき肉

胡瓜　もやし　胡瓜

人参　にら　ねぎ

あおさ　しょうが　南瓜

ココアケーキ

牛乳

チーズおかか

ぺったんこ焼き

お茶

豚肉のしょうが焼き丼　サラダ　みそ汁

きなこﾎﾞｰﾙ

牛乳

ご飯　冬瓜と厚揚げのそぼろ煮

南瓜サラダ（ツナ）　みそ汁

米　○強力粉　○黒砂糖

マヨネーズ　油　砂糖

豆乳フレンチトースト

牛乳

あわご飯　あじの香り焼き

クーブイリチー　豆腐のすまし汁

米　こんにゃく

○小麦胚芽のクラッカー

油　片栗粉　○はちみつ　砂糖

○豆乳　あじ　豚肉　絹ごし豆腐

○クリームチーズ　○カルピス

○生クリーム　○ゼラチン　すずき

ミニトマト　ほうれんそう

人参　枝豆　刻みこんぶ

ニンニク　トマト

○ぶどう天然果汁　胡瓜　胡瓜

キャベツ　人参　ねぎ

生姜　わかめ

ぶどうゼリー

ウェハース

牛乳

沖縄風冷やし中華　果物　チキンスープ
沖縄そば　○米　油

ゆでうどん

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

3時おやつ

ポークカレーライス　ごぼうとコーンサラダ

果物　すまし汁

米　じゃがいも　○小麦粉

○油　ごま油

○牛乳　豚肉　○豆乳　卵

○チーズ　すりごま　鶏ひき肉

玉葱　オレンジ　人参

いんげん　ほうれん草

ごぼう　コーン缶　胡瓜

○干しぶどう　ねぎ　ひじき

蒸しパン

牛乳

ゴマくずもち

牛乳

サンドクラッカー

豆乳

マーブルパウンドケーキ

牛乳

卵サンド

牛乳

人参とシナモンのケーキ

牛乳

わかめおにぎり

お茶

○牛乳　豚ひき肉　鶏ひき肉

○卵　みそ　油揚げ

しらす干し　絹ごし豆腐

ほうれんそう　胡瓜

○人参　人参　長ネギ

赤ピーマン　ねぎ

チヂミ

カルピス

ﾐｰﾄスパゲティー　ブロッコリーサラﾀﾞ

果物　きのこスープ

スパゲティー　じゃがいも

マヨネーズ　○米

オリーブ油　砂糖　マカロニ

あわご飯　マーボ豆腐

中華和え　中華スープ

米　○ホットケーキ粉

片栗粉　ごま油

○牛乳　木綿豆腐　豚ひき肉

○あんこ　卵　ちくわ

赤みそ　鶏ひき肉

五穀米ご飯　さつま揚げ

おくらと春雨の和え物　みそ汁

○食パン　米　五穀米　油

○マヨネーズ　はるさめ　砂糖

○牛乳　白身魚すり身　絹ごし豆腐

○チーズ　みそ　○ハム

とろけるチーズ　すりごま

なめこ　たまねぎ　オクラ　人参

枝豆　ねぎ

ハムチーズサンド

豆乳

麦ご飯　鶏の照り焼き

大根サラダ　みそ汁

米　○黒砂糖　○くず粉

押麦　油

○牛乳　鶏もも肉　みそ　○きな粉

ツナ缶　油揚げ　○すりごま

絹ごし豆腐　鶏ひき肉

大根　チンゲンサイ

オクラ　赤ピーマン　しょうが

キャベツ　胡瓜　人参　長ネギ

ねぎ　椎茸　ひじき　南瓜

○牛乳　豚肉　みそ　かにかま

○バター　○きな粉　鶏ひき肉

胡瓜　オクラ　長ネギ　トマト

わかめ　焼きのり

ほうれんそう

蒸しまんじゅう

牛乳

発芽玄米ごはん　さばの塩焼き

納豆　果物　味噌汁
米　玄米　○オートミール

くずもち

牛乳

鶏そぼろ丼　温野菜

果物　すまし汁

米　○黒砂糖　○くず粉

○グラニュー糖

○タピオカ粉　油

○牛乳　鶏ひき肉

豚ひき肉　○きな粉

ぶどう　玉ねぎ　人参　大根

南瓜　しめじ　いんげん

○牛乳　さば　挽きわり納豆

油揚げ　○無塩バター

みそ　○黒ごま　たら

ぶどう　胡瓜

ほうれんそう　南瓜

ラスク・きな粉

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(金) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鶏の照り焼き 鶏の照り煮 肉団子の照り煮 ペースト(大根・豆腐)
大根サラダ 大根サラダ 大根マッシュ すまし汁
みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ おじや おじや
牛乳

02(土) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
麩チャンプルー 麩入り野菜炒め煮 麩入り野菜そぼろ煮 ペースト(玉葱・人参・南瓜)
きゅうりの浅漬け きゅうりの浅漬け きゅうりマッシュ 豆腐すまし汁

ゆし豆腐 豆腐汁 豆腐汁
午後おやつ ココアケーキ パンケーキ

牛乳
04(月) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

冬瓜と厚揚げのそぼろ煮 冬瓜と豆腐のそぼろ煮 冬瓜と豆腐のそぼろ煮 ペースト（冬瓜・豆腐・人参）
南瓜サラダ（ツナ） 南瓜サラダ（ツナ） 南瓜マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁
午後おやつ アガラサー 蒸しパン（離乳）

牛乳
05(火) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

レバーコロッケ　 レバー入りいももち 野菜トマト煮 ペースト(じゃが芋・玉葱・きゃべ・トマ)

酢の物 大根和え 大根マッシュ 麩のすまし汁
麩のすまし汁 麩のすまし汁 麩のすまし汁

午後おやつ きなこﾎﾞｰﾙ きなこﾎﾞｰﾙ
牛乳

06(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
あじの香り焼き 魚の香り焼き 魚の蒸し香り焼き ペースト（トマト・白身魚・玉ねぎ・人参）

クーブイリチー 人参炒め 人参炒め すまし汁
豆腐のすまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ カルピスチーズケーキ りんごゼリー
豆乳

07(木) 昼食 夏野菜チキンカレー チキンポトフ 煮込みうどん くたくた煮込みうどん
野菜サラダ 野菜サラダ 果物 果物

果物 果物 すまし汁 すまし汁
スープ スープ

午後おやつ 豆乳フレンチトースト 豆乳フレンチトースト
牛乳

08(金) 昼食 沖縄風冷やし中華 野菜うどん　後期 野菜うどん　中期 くたくたうどん
果物 肉団子煮 肉団子煮 ペースト(人参・玉葱・南瓜)

チキンスープ 果物 果物
午後おやつ チーズおかかぺったんこ焼き おにぎり

お茶
09(土) 昼食 豚肉のしょうが焼き丼 軟飯 全粥 つぶし粥

サラダ 豚肉と野菜炒め煮 野菜そぼろ煮 ペースト(玉葱・キャベツ・人参）

みそ汁 サラダ サラダマッシュ すまし汁
みそ汁 みそ汁

午後おやつ ぶどうゼリー ぶどうゼリー
ウェハース

牛乳
11(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 野菜のチーズトマト煮 ペースト（人参・じゃが芋・玉
アスパラサラダ　人参ドレッシング アスパラサラダ サラダマッシュ 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 サンドクラッカー サンドクラッカー

豆乳
12(火) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

ナーベーラーンブシー 冬瓜ンブシー 冬瓜ンブシー ペースト（冬瓜・人参・豆腐）
もずく酢 もずく酢 そうめん汁 そうめん汁
そうめん汁 そうめん汁

午後おやつ マーブルパウンドケーキ（ＨＭ） パウンドケーキ（ＨＭ）
牛乳

13(水) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
さんまのごま焼き 白身魚と野菜煮 白身魚と野菜煮 ペースト（白身魚・キャベ）
キャベツの昆布あえ みそ汁 みそ汁 すまし汁
パパイヤみそ汁

午後おやつ 卵サンド ジャムパン
牛乳

14(木) 昼食 カレーピラフ リゾット風 全粥 つぶし粥
鶏肉とセロリのソテー 鶏肉と野菜の炒め煮 鶏団子と野菜煮 ペースト（南瓜・人参・玉ねぎ）
シークァーサーゼリー すまし汁 すまし汁 すまし汁

すまし汁
午後おやつ チヂミ チヂミ

カルピス
※  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。

9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(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

ブロッコリーサラﾀﾞ ブロッコリーサラﾀﾞ ブロッコリーサラﾀﾞ ペースト(玉葱・じゃが・トマト)
果物 果物 果物 すまし汁

きのこスープ きのこスープ スープ
午後おやつ わかめおにぎり おにぎり

お茶
16(土) 昼食 肉みそ丼 軟飯 全粥 つぶし粥

ほうれん草煮びたし つくねの味噌煮 つくねの味噌煮 ペースト（玉葱・ほうれん・豆腐）

麩のすまし汁 ほうれん草煮びたし ほうれん草マッシュ すまし汁
麩のすまし汁 麩のすまし汁

午後おやつ 人参とシナモンのケーキ 人参ケーキ
牛乳

19(火) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
マーボ豆腐 豆腐そぼろ煮 豆腐そぼろ煮 ペースト（豆腐・かぼ・きゃべ）
中華和え キャベツとひじきの和え物 キャベツとひじきの和え物 すまし汁
中華スープ 野菜スープ 野菜スープ

午後おやつ 蒸しまんじゅう 蒸しまんじゅう
牛乳

20(水) 昼食 発芽玄米ごはん 軟飯 全粥 つぶし粥
さばの塩焼き 白身魚の塩焼き 白身魚の塩焼き ペースト（白身魚・南瓜）

納豆 納豆 果物 すまし汁
果物 果物 味噌汁
味噌汁 味噌汁

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

21(木) 昼食 豚丼 軟飯 全粥 つぶし粥
オクラ和え物 豚玉炒め煮 煮込みバーグ ペースト(トマト・玉葱・ほうれん草)

みそ汁 オクラ和え物 つぶしトマト すまし汁
みそ汁 みそ汁

午後おやつ ラスク・きな粉 ラスク・きな粉
牛乳

22(金) 昼食 ソース焼きそば 煮込みそぼろうどん　後期 煮込みそぼろうどん　後期 くたくたうどん
セロリのマリネサラダ 果物 果物 すまし汁

果物 アーサ汁　（冬瓜） アーサ汁　（冬瓜）
アーサ汁　（冬瓜）

午後おやつ 鮭おにぎり おにぎり
お茶

23(土) 昼食 豚肉のしょうが焼き丼 軟飯 全粥 つぶし粥
中華和え 豚肉と野菜炒め 野菜そぼろトマトあん ペースト（豆腐・玉葱・キャベツ・トマト）

みそ汁 中華和え みそ汁 すまし汁
みそ汁

午後おやつ りんごケーキ りんごパンケーキ
牛乳

25(月) 昼食 鶏そぼろ丼 軟飯 全粥 つぶし粥
温野菜 つくねバーグ つくねバーグ煮 ペースト(玉葱・人参・南瓜)
果物 温野菜 温野菜マッシュ 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 おじや おじや
牛乳

26(火) 昼食 五穀米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
さつま揚げ 豆腐バーグ 豆腐バーグ ペースト（白身魚・玉葱・人参）

おくらと春雨の和え物 おくらと春雨の和え物 みそ汁 すまし汁
みそ汁 みそ汁

午後おやつ ハムチーズサンド ジャムパン
豆乳

27(水) 昼食 ポークカレーライス 軟飯 全粥 つぶし粥
ごぼうとコーンサラダ 肉じゃが 肉じゃが ペースト（玉葱・人参・じゃが）

果物 胡瓜サラダ 胡瓜マッシュ 豆腐すまし汁
すまし汁 果物 果物

すまし汁 すまし汁
午後おやつ 蒸しパン 蒸しパン

牛乳
28(木) 昼食 お弁当会 お弁当会

午後おやつ カリカリピザ パンケーキ
牛乳

29(金) 昼食 肉そば そぼろ煮込みうどん そぼろ煮込みうどん くたくたうどん
かき揚げ 人参とお芋マッシュ 人参とお芋マッシュ ペースト（さつま・人参・キャベツ）

麩とわかめの酢の物 麩とわかめの酢の物 胡瓜マッシュ
午後おやつ しらす青菜おにぎり おにぎり

お茶
30(土) 昼食 親子丼 軟飯 全粥 つぶし粥

ピーマンのツナあえ 鶏野菜煮 鶏そぼろ野菜煮 ペースト(玉葱・人参・豆腐)
みそ汁 ピーマンのあえ ピーマンのあえ すまし汁

みそ汁 みそ汁
午後おやつ みかん入りゼリー みかん入りゼリー

小麦胚芽クラッカー
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。

※18日敬老の日・23日秋分の日でお休みです。

9月 離 乳 食 献 立 表


