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発芽玄米ご飯

　

ご飯　魚
のネギ塩

　白身魚　味噌　

１月７日に頂く七草粥は
「春の七草」と呼ばれ
早春にいち早く芽吹くこ
とから邪気を払うといわ
れています。
一年の無病息災を願い
食べていますが、祝膳で
弱った胃を休める為とも
云われています。
胃腸の調子を整え、
消化を助ける働きもある
ので、回復にはちょうど
よく、とても理に叶った
習慣です。

せり なずな

ごきょう はこべら

ほとけのざ すずな

すずしろ

ムーチー（鬼餅）

○せり‥食欲増進 解熱 ○なずな‥消炎・鎮痛・解熱・下痢止め

○すずな○すずしろ‥消化促進

○ほとけのざ・食欲促進 せき止め

○ごぎょう‥せき止め 去痰 解熱○はこべら‥歯痛 消炎

★七草の中にはアクの強いものがありますが、その苦みや

アクには体が求める有効成分がたくさん含まれているのです。

春の七草を食べよう
沖縄には他の土地にはない珍しい食べ物がたくさん☆

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ね。

うちなーむん（沖縄の食材）

方言で黄色い大根を意味する「チデークニ」とも呼

ばれる島にんじん。カロテン・ペクチンを豊富に含み

滋養食とも言われています。

中城や糸満市が主な産地。

たんかんポンカンとネーブルオレンジの自然交雑でできたタンカン。

柑橘系の中では、もっとも糖度が高く、果汁もたっぷり。

沖縄では冬の食卓や正月の飾り付けに欠かせない果物で

す。寒暖差が大きいほど甘みが増すといわれ、本島北部で

栽培されています。

車エビ
「姿の伊勢エビ、味の車えび」といわれるほど、おいしい車

えび。

甘みが強く、プリプリとした食感が楽しめます。

高タンパク質で低脂肪、身にはコレステロールを下げるタ

ウリンが、やわらかい殻にはカルシウムが含まれている

ので、丸ごと食べるのがおすすめ。 久米島が産地

沖縄の行事料理のひとつ。旧暦の12月8日(今年は新暦1月24日にあたります)に神仏に供え、それを食べることで厄払い、悪霊払いをします。
餅を包むのに、魔よけに効果のあるサンニン（月桃）の葉（カーサ）を使うことからカーサームーチーをも呼ばれています。
月桃は強い匂いから邪気祓いに効くとされ、チカラムーチーに使われるクバは神の宿る木とされています。
サギムーチー・・・子どもの健康を願い子どもの年の数だけすだれ状に編んで壁や天井からつるします。
チカラムーチー・・男子誕生の始めてのムーチは特に大きく作って、クバの葉で包み、家の安泰と健康を祈願します。
ハチムーチー・・・子どもが生まれて初めてのムーチーは、親戚や友人に内祝いとして配ります。

生まれたばかりの赤ちゃんを多くの人の思いで守ってもらい、健やかに成長することを願います。

★紅芋ムーチーの作り方★ 15個分
《材料》もち粉３0０g 紅芋粉７５g きび糖120g 水 適宜 月桃の葉
《作り方》もち粉・きび糖・紅芋粉を混ぜ、水を少しずつ加えて、耳たぶ
くらいの硬さになるように15分程こねます。
（こねる時間が短いと粉っぽさが残ります）

月桃の葉の裏側に包みこみ、20～30分位蒸します

※図のような手順で包むとはがしやすく手にもべたつかずに食べられます。
（園では 1月24日（水）に子ども達とムーチー作りを予定してします。）

H30.1

給食だより
あけましておめでとございます。年末年始、体調など崩さず楽しく過ごせましたか？

沖縄では旧正月も祝う事も多く、今回は新正月。旧正は2月16日です。

1年に2回のお正月！沖縄ならではですね。

園では1月のおやつでムーチー作りを予定しています。

昔はムーチーを炊いた煮汁を庭に「ウネーフカ フコーウチ」（鬼は外福は内）とまいたそうです。

節分のような風習ですが健康長寿を願った行事です。

今年もたくさんの美味しい笑顔が見られるよう、厨房スタッフも張り切って頑張ります！

風邪やインフルエンザなども流行っています。手洗いうがいをこまめにしましょう。

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

04
木

05
金

06
土

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

※食材の都合により献立を変更する場合があります。

フーチバージューシー

おにぎり

お茶

三枚肉そば　甘酢和え　果物
沖縄そば　○米

砂糖　ゆでうどん

豚(骨･茹)　県産豚三枚肉　○ツナ

かまぼこ　豚肉　鶏ひき肉

みかん　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

弁当会 砂糖　小麦粉
○牛乳　生クリーム

クリームチーズ　卵
レモン果汁

ベイクドチーズケーキ

牛乳

ラスク・きな粉

牛乳

ご飯　肉野菜みそ炒め

じゃがべー　すまし汁

米　じゃがいも　○小麦粉

○砂糖　油　砂糖

○豆乳　豚ひき肉　木綿豆腐

○バター　○卵　ベーコン

みそ　○煮干し　鶏ひき肉

キャベツ　人参　玉葱　椎茸　えのき

ピーマン　にら　ねぎ　○あおのり

発芽玄米ごはん　さばの塩焼き

ほうれん草ともやしの和え物　みそ汁

米　○白玉粉　さつまいも

○黒砂糖　玄米

○牛乳　さば　米みそ

　かにかま　油揚げ　白身魚

ミニトマト　ほうれんそう

もやし　ねぎ　トマト

いりこクッキー

豆乳

豚丼　島人参と大根の細切りサラダ

果物　麩の味噌汁

米　○フランスパン

マヨネーズ　○砂糖

おつゆ麩　砂糖

○牛乳　豚肉　ハム　みそ

○バター　○きな粉

白ごま　鶏ひき肉

りんご　玉葱　大根　島人参　しめじ

人参　ねぎ　ほうれんそう

ムーチー

牛乳

ハムチーズサンド

牛乳

ソース焼きそば　ごぼうサラダ

果物　わかめスープ

焼きそばめん　○米　油

マヨネーズ　ゆでうどん

豚肉　卵　○さけ

すりごま　鶏ひき肉

みかん　玉葱　キャベツ　ごぼう　人参

コーン缶　ピーマン　水菜　○焼きのり

わかめ　あおのり

○牛乳　豚肉

みそ　鶏ひき肉

玉葱　南瓜　人参　いんげん

長ネギ　わかめ　トマト

鮭おにぎり

お茶

麦ご飯　鶏と大根生姜味噌煮

ひじきとほうれん草のサラダ　きのこ汁

米　○食パン

押麦　砂糖

○牛乳　鶏もも肉　○スライスチーズ

○ハム　みそ　○バター　鶏ひき肉

大根　ほうれんそう　なめこ　えのき

長ネギ　椎茸　赤ピーマン　ねぎ

ひじき　しょうが　南瓜

ふかし芋

牛乳

ご飯　豚肉のケチャップソテー

焼き南瓜　みそ汁

○さつまいも　米

はちみつ　オリーブ油

ライスクリスピー

牛乳

○牛乳　白身魚　豚肉

みそ　鶏ひき肉

南瓜　○ブルーベリージャム

いんげん　えのきたけ　人参

刻みこんぶ　ねぎ　かんぴょう

干し椎茸　ほうれんそう

ご飯　マーボ豆腐　ナムル

もずくスープ
米　ごま油　片栗粉

○牛乳　木綿豆腐　豚ひき肉

○無塩バター　赤みそ　○黒ごま

ごま　鶏ひき肉

もやし　白菜　人参　もずく

玉葱　長ネギ　にら　レモン

リッツジャムサンド

牛乳

ごはん　クリームシチュー

コロコロサラダ　スープ

米　じゃがいも　○ホットケーキ粉

○砂糖　油

○豆乳　牛乳　鶏もも肉　○卵

○無塩バター　○牛乳

スキムミルク　鶏ひき肉

玉葱　人参　大根　ブロッコリー　小松菜

○バナナ　コーン缶　枝豆

バナナケーキ

豆乳

あわご飯　西京焼き

かんぴょういりちー　麩のすまし汁
米　砂糖　油　おつゆ麩

昆布おにぎり

お茶

親子丼　白菜のお浸し　みそ汁 米　○さつまいも　○砂糖

○豆乳　卵　鶏もも肉　みそ

油揚げ　ちくわ　○エバミルク

○牛乳　○バター　かつお節　鶏ひき肉

白菜　玉葱　もやし

人参　ねぎ　ほうれんそう

スイートポテト

豆乳

ﾐｰﾄスパゲティー　ブロッコリーサラダ

果物　コンソメ

スパゲティー　○米　油

砂糖　オリーブ油　マカロニ

豚ひき肉　牛ひき肉　粉チーズ

ツナ　鶏ひき肉

バナナ　ブロッコリー　ホールトマト

人参　玉葱　キャベツ　パセリ

赤ピーマン　○塩こんぶ　○焼きのり

にんにく　トマト

胡瓜　玉葱　レタス　ねぎ

生姜　あおさ　ほうれんそう

麦ご飯　ひき肉じゃが

小松菜と卵炒め　みそ汁

米　じゃがいも　○油　しらたき

押麦　○砂糖　油　砂糖

○牛乳　鶏ひき肉　○絹ごし豆腐

豚ひき肉　卵　米みそ　油揚げ

こまつな　人参　玉葱

グリンピース　ねぎ　カットわかめ

豆腐ドーナツ

牛乳

アガラサー

牛乳

あわご飯　白身魚ムニエル

キャベツサラダ　パンプキンスープ

米　○小麦粉　小麦粉

○油　オリーブ油
白身魚　牛乳　ハム　無塩バター

キャベツ　胡瓜　南瓜

ミニトマト　玉葱　○にら

パセリ　トマト

ヒラヤーチー

お茶

ご飯　酢鶏　春雨チャプチェ

中華スープ

米　○強力粉　○黒砂糖　はるさめ

砂糖　片栗粉　ごま油　油

○牛乳　鶏もも肉

おきあみ　鶏ひき肉

玉葱　人参　チンゲンサイ

ピーマン　コーン缶　にら

椎茸　生姜　ほうれんそう

お遊戯会

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

3時おやつ

キーマカレー　ツナ入りキャベツサラダ

ほうれん草スープ
米　○黒砂糖　○くず粉　油

○牛乳　豚ひき肉　牛ひき肉

○きな粉　○すりごま　鶏ひき肉

玉葱　キャベツ　ほうれんそう

人参　コーン缶　グリンピース

　にんにく　しょうが

ゴマくずもち

牛乳

ビスケット

キャンディチーズ

牛乳

鶏きのこうどん　果物

大根とわかめの和え物
ゆでうどん　○米　砂糖

鶏もも肉　ツナ油漬缶

○とろけるチーズ　○かつお節

鶏ひき肉

みかん　大根　えのきたけ　人参

なめこ　ねぎ

椎茸　カットわかめ

おかかチーズおにぎり

お茶

豚肉のしょうが焼き丼　胡瓜のゆかり和え

アーサ入ゆし豆腐
米　油

○牛乳　ゆし豆腐　豚肉　○チーズ

米みそ　絹ごし豆腐　鶏ひき肉

※8日は成人の日でお休みです。

カレーライス　シーザーサラダ

果物　白菜のスープ

米　じゃがいも

○ポップコーン　○油

○豆乳　鶏もも肉　ハム

ベーコン　牛乳　鶏ひき肉

りんご　白菜　レタス　玉葱　人参

しめじ　コーン缶　胡瓜

グリンピース

ポップコーン

豆乳

スパゲティーナポリタン

温野菜　果物　スープ

○米　スパゲティー　じゃがいも

○マヨネーズ　オリーブ油

ハム　○ツナ油漬缶

バター　鶏ひき肉

バナナ　玉葱　ブロッコリー　人参

ピーマン　セロリー　マッシュルーム

にんにく　パセリ　トマト

ツナマヨおにぎり

お茶

五穀米ご飯　あじフライ

野菜の塩昆布和え　みそ汁

米　さといも　五穀米

パン粉　油　小麦粉

○牛乳　あじ　○クリームチーズ

みそ　卵　白身魚

キャベツ　○いちごジャム　長ネギ

胡瓜　人参　塩こんぶ　椎茸

サンドクラッカー

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

04(木) 昼食 キーマカレー 軟飯 全粥 つぶし粥

ツナ入りキャベツサラダ 肉団子 肉団子の煮物 ペースト(玉葱・キャベツ・人参)

ほうれん草スープ ツナ入りキャベツサラダ キャベツマッシュ すまし汁

ほうれん草スープ ほうれん草スープ

午後おやつ おじや おじや

牛乳

05(金) 昼食 鶏きのこうどん 鶏きのこうどん 鶏団子入煮込みうどん うどんくたくた煮

果物 果物 果物 ペースト(人参・大根)

大根とわかめの和え物 大根とわかめの和え物 大根マッシュ すまし汁

午後おやつ おかかチーズおにぎり おかかチーズおにぎり

お茶

06(土) 昼食 豚肉のしょうが焼き丼 軟飯 全粥 つぶし粥

きゅうりのゆかり和え 肉野菜炒め 肉団子と野菜炒め煮 ペースト(玉葱・ほうれん草)

アーサ入ゆし豆腐 きゅうりの和え物 きゅうりマッシュ 豆腐すまし汁

アーサ入ゆし豆腐 豆腐すまし汁

午後おやつ ビスケット ベビーせんべい

キャンディチーズ キャンディチーズ

牛乳

09(火) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

ひき肉じゃが じゃが芋とつくね煮 じゃが芋とつくね煮 ペースト(じゃが芋・人参・玉葱)

小松菜と卵炒め 小松菜炒め みそ汁 すまし汁

みそ汁 みそ汁

午後おやつ 豆腐ドーナツ 豆腐パンケーキ（後期）

牛乳

10(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

白身魚ムニエル 魚の蒸し煮 魚のマッシュ ペースト(白身魚・トマト・キャベツ)

キャベツサラダ キャベツサラダ キャベツマッシュ パンプキンスープ

パンプキンスープ パンプキンスープ パンプキンスープ

午後おやつ ヒラヤーチー ヒラヤーチー

お茶

11(木) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

春雨チャプチェ 鶏野菜煮 鶏団子野菜煮 ペースト(玉葱・人参・ほうれん)

酢鶏 春雨チャプチェ 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 アガラサー アガラサー

牛乳

12(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

ブロッコリーサラダ ブロッコリーサラダ ブロッコリーマッシュ ペースト(トマト・玉葱・人参・ブロ)

果物 果物 果物 果物

スープ スープ スープ すまし汁

午後おやつ 昆布おにぎり おにぎり

お茶

13(土) 昼食 親子丼 軟飯 全粥 つぶし粥

白菜のお浸し 鶏野菜煮 鶏野菜煮 ペースト(玉葱・人参・ほうれん草)

みそ汁 白菜のお浸し みそ汁 すまし汁

みそ汁

午後おやつ スイートポテト スイートポテト

豆乳

15(月) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

マーボ豆腐 豆腐バーグ煮 豆腐バーグ煮 ペースト(豆腐・玉葱・人参)

ナムル ナムル 人参マッシュ すまし汁

もずくスープ もずくスープ スープ

午後おやつ ライスクリスピー ベビーせんべい

牛乳

※8日は成人の日でお休みです。

※離乳食は個々の発達・体調に合わせて調整しています。

※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



日付 時間帯 完了期 離乳食　後期 離乳食　中期 離乳食　初期

16(火) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

西京焼き 味噌蒸し焼き 味噌蒸し煮 ペースト(白身魚・人参・南瓜)

かんぴょういりちー 肉野菜炒め 肉団子と人参煮 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 リッツジャムサンド リッツジャムサンド

牛乳

17(水) 昼食 ごはん 軟飯 全粥 つぶし粥

クリームシチュー ポトフ ポトフ ペースト(じゃが芋・人参・ブロ)

コロコロサラダ コロコロサラダ 大根マッシュ すまし汁

スープ スープ スープ

午後おやつ バナナケーキ バナナケーキ

豆乳

18(木) 昼食 ソース焼きそば 煮込みうどん 煮込みうどん くたくたうどん

ごぼうサラダ ごぼうサラダ 果物 ペースト(人参・玉葱・キャベツ)

果物 果物 スープ 果物

わかめスープ わかめスープ すまし汁

午後おやつ 鮭おにぎり おにぎり

お茶

19(金) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鶏と大根生姜味噌煮 鶏と大根味噌煮 鶏つくねと大根味噌煮 ペースト(大根・南瓜)

ひじきとほうれん草のサラダ ひじきとほうれん草のサラダ すまし汁 すまし汁

きのこ汁 きのこ汁

午後おやつ ハムチーズサンド チーズサンド

牛乳

20(土) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

豚肉のケチャップソテー 豚肉と野菜のトマト煮 肉団子のトマト煮 ペースト(玉葱・南瓜・トマト)

焼きかぼちゃ 南瓜マッシュ みそ汁 すまし汁

みそ汁 みそ汁

午後おやつ ふかし芋 ふかし芋

牛乳

22(月) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

肉野菜みそ炒め 肉野菜みそ炒め 肉野菜みそ炒め煮 ペースト(人参・キャベツ・じゃが)

じゃがべー じゃが煮 じゃが煮 すまし汁

すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ いりこクッキー いりこクッキー

豆乳 豆乳

23(火) 昼食 豚丼 軟飯 全粥 つぶし粥

島人参と大根の細切りサラダ 豚玉煮 鶏団子と野菜の煮物 ペースト(玉葱・人参・大根)

果物 島人参と大根の細切りサラダ 大根マッシュ 果物

麩の味噌汁 果物 果物 すまし汁

麩の味噌汁 麩の味噌汁

午後おやつ ラスク・きな粉 ラスク・きな粉

牛乳

24(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 白身魚の塩蒸し焼き ペースト(白身魚・トマト・ほうれん草)

ほうれん草ともやしの和え物 ほうれん草ともやしの和え物 ほうれん草マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ ムーチー 芋お焼き

牛乳

25(木) 昼食

午後おやつ ベイクドチーズケーキ チーズパンケーキ

牛乳

26(金) 昼食 三枚肉そば 肉うどん 肉うどん くたくたうどん

甘酢和え 甘酢和え 野菜マッシュ ペースト(大根・人参・南瓜)

果物 果物 果物 果物

すまし汁

午後おやつ フーチバージューシーおにぎり ジューシーおにぎり

お茶

27(土) 昼食

29(月) 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

温野菜 温野菜 野菜マッシュ ペースト（ブロ・人参・トマト)

果物 果物 果物 すまし汁

スープ スープ スープ

午後おやつ ツナマヨおにぎり おにぎり

お茶

30(火) 昼食 五穀米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

あじフライ 白身魚パン粉焼き 白身魚マッシュ ペースト(白身魚・キャベツ)

野菜の塩昆布和え 野菜の和え物 野菜マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ サンドクラッカー サンドクラッカー

牛乳

31(水) 昼食 カレーライス 軟飯 全粥 つぶし粥

シーザーサラダ 鶏じゃが煮 鶏じゃが煮 ペースト(玉葱・じゃが芋・人参)

果物 シーザーサラダ 野菜マッシュ 果物

白菜のスープ 果物 果物 すまし汁

白菜のスープ 白菜のスープ

午後おやつ ポップコーン やさいおじや

豆乳

お遊戯会

弁当会

離 乳 食 献 立 表


