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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。

いろんなケーキでクリスマスパーティも楽しいですね☆

園のクリスマスケーキもお楽しみに～★★

どれも美味しそう～😃😃

今年も1年ありがとう

ございました。

毎日のこどもたちの

「今日のご飯なーに？」

の可愛い声に励まされて

より美味しく食べやすく、

と試行錯誤しています。

そして、もっとより良い

給食を目指してお父さん、

お母さんからの声もお待

ちしております。

厨房へも気軽に相談等い

らして下さいね。

来年もよろしくお願い致

します！

来年は戌から

亥（いのし

し）にバトン

タッチ！

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。

ブルっと寒気を感じたら黒糖生姜湯もおススメです。

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！

2018年もあと少し、美味しい年越しそば（最終日の給食です）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

毎年恒例の

お泊り遠足♪

先生や友達と作った

手づくりのカレーは

最高に美味しかった
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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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※1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27日（木）になります。

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

3時おやつ

大掃除 ○牛乳 黒棒
牛乳

揚げ豆腐のそぼろ丼
南瓜とコーンソテー　すまし汁

米　○ホットケーキ粉
うずまき麩　○オリーブ油　油

○牛乳　厚揚げみそ　豚ひき肉
みそ　バター

木綿豆腐　鶏ひき肉

南瓜　大根　小松菜
人参　コーン缶
グリンピース

スコーン
牛乳

ご飯　あじの風味焼き　納豆
ごまドレ和え　みそ汁

米　○フランスパン
○牛乳　あじ　挽きわり納豆

○つぶしあん　みそ
ちくわ　油揚げ　白身魚

キャベツ　ほうれんそう
ミニトマト　人参　青のり　トマト

あんこサンド
牛乳

中華あんかけ丼　春雨サラダ
中華スープ

米　○さつま芋　○ホットケーキ
春雨　片栗粉　ごま油

○豆乳　豚肉みそ　絹ごし豆腐
うずら卵　○チーズ　○卵

○無塩バター　○牛乳　鶏ひき肉

白菜　人参　胡瓜　ねぎ　にら
干し椎茸　にんにく　生姜

さつま芋のガレット
豆乳

支那そばチャンプルー　大根サラダ
果物　卵スープ

支那そば　○米　○きび糖
○油　油

豚肉みそ　卵　かにかま　○みそ
○ツナ油漬缶　鶏ひき肉

かき　玉葱　大根　人参　にら
貝割れ大根　のり　ほうれんそう

みそおにぎり
お茶

ハヤシライス　サラダ
果物　レタススープ

米　○ホットケーキ粉
○オリーブ油　オリーブ油　油

○牛乳　豚肉みそ　ハム
○ヨーグルト(無糖)　鶏ひき肉

バナナ　玉葱　○りんご　キャベツ
人参　ピーマン　ねぎ　○レーズン
レタス　にんにく　生姜　トマト

りんごケーキ
牛乳

豚肉のしょうが焼き丼
和え物　ゆし豆腐

米　油　ごま油
○牛乳　豚肉みそ　ゆし豆腐
みそ　○チーズ　ちくわ
絹ごし豆腐　鶏ひき肉

玉葱　胡瓜　○プルーン　人参
ねぎ　塩こんぶ　生姜

わかめ　南瓜

リッツチーズ
プルーン
牛乳

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　○小麦粉
○粉糖　五穀米　マヨネーズ

○きび糖　おつゆ麩

厚揚げみそ　豚ひき肉　ハム
○牛乳　○ヨーグルト　○卵

木綿豆腐　鶏ひき肉

大根　人参　いんげん　コーン缶
とろろこんぶ　グリンピース　ねぎ

ドロップドーナツ
牛乳

あわご飯　鶏肉のみそマヨ焼き
きんぴらごぼう　すまし汁

米　しらたき　○コーンフレーク
マヨネーズ　ごま油　きび糖

○牛乳　鶏もも肉　みそ
○バター　鶏ひき肉

ほうれんそう　ごぼう
ブロッコリー　人参　○レーズン

グラノーラバー
牛乳

発芽玄米ご飯　鮭の香草焼き
蒸し南瓜　みそ汁

米　○ホットケーキ粉
パン粉　オリーブ油

○牛乳　さけ　油揚げ　○卵
粉チーズ　白身魚

南瓜　こまつな
ミニトマト　トマト

ホットケーキ
牛乳

麦ご飯　おでん
胡瓜のゆかり和え　すまし汁

米　○食パン　板こんにゃく
○マヨネーズ　おつゆ麩

○豆乳　厚揚げみそ　はんぺん
うずら卵　○しらす干し

○粉チーズ　木綿豆腐　白身魚

胡瓜　大根　人参　水菜　ねぎ
カットわかめ　○青のり

じゃこトースト
豆乳

レバーﾐｰﾄスパゲティー
ブロッコリーサラダ
果物　野菜スープ

○米　スパゲティー　オリーブ油
きび糖　マカロニ

豚ひき肉　牛ひき肉
鶏レバー　鶏ひき肉

オレンジ　玉葱　ホールトマト
ブロッコリー　人参　トマトピューレ
カリフラワー　コーン缶　○ひじき

にんにく　パセリ　トマト

しそひじきおにぎり
お茶

肉野菜丼　キャベツの塩昆布和え
みそ汁

米　○さつま芋　油 ○牛乳　豚肉みそ
みそ　鶏ひき肉

玉葱　キャベツ　南瓜　いんげん
黄ピーマン　人参
塩こんぶ　ねぎ

うむにー
牛乳

あわご飯　豆腐おろしハンバーグ
いんげんのごまマヨあえ　みそ汁

米　○ホットケーキ粉　○きび糖
○油　マヨネーズ
うずまき麩　油

○牛乳　木綿豆腐　豚ひき肉
牛ひき肉　みそ　○ヨーグルト

卵　ごま　鶏ひき肉

大根　いんげん　ブロッコリー
玉葱　○人参　人参　ひじき

ねぎ　カットわかめ

人参ケーキ
牛乳

ご飯　きのこの豆乳クリームシチュー
ブロッコリーサラダ　果物　スープ

米　じゃが芋　○小麦粉　油
○油　きび糖

○牛乳　豆乳　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

ヒラヤーチー
牛乳

あわご飯　鶏手羽とじゃが芋の煮物
麩とわかめの酢の物　すまし汁

じゃが芋　米　○食パン
おつゆ麩　油　きび糖

○牛乳　鶏手羽肉　○バター
ごま　鶏ひき肉

白菜　人参　胡瓜　グリンピース
ねぎ　カットわかめ
生姜　干し椎茸

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　ポテトスープ

○米　スパゲティー
じゃが芋　ごま油　マカロニ

○牛乳　牛乳　豚肉みそ
○さけ　バター

しらす干し　鶏ひき肉

みかん　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

トゥンジーじゅーしー
キャベツと厚揚げ和え　鶏汁

米 ○牛乳　厚揚げみそ
鶏もも肉　豚肉

キャベツ　大根　人参　干し椎茸
ひじき　○いちごジャム

クラッカーサンド
牛乳

そぼろどんぶり
ほうれん草かか和え　みそ汁

○さつま芋　米　うずまき麩
油　きび糖

○牛乳　鶏ひき肉　卵　みそ
かつお節

ほうれんそう　いんげん　ねぎ
生姜　カットわかめ　コーン缶

ふかし芋
牛乳

クリスマスランチ
ごはん　チキンナゲット
マッシュポテト　スープ

じゃが芋　米　○小麦粉
片栗粉　油　○きび糖　○粉糖

木綿豆腐　鶏ひき肉　○カルピス
○生クリーム　卵　鶏もも肉

○卵　牛乳

玉葱　○いちご　赤ピーマン
パセリ　にんにく　生姜

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　みそ　白身魚
ベーコン　○ハム　絹ごし豆腐

人参　ブロッコリー
ねぎ　にら

ハムチーズサンド
牛乳

※24日（月）は天皇誕生日振替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。

お弁当会 ○牛乳 タンナファクルー
牛乳

年越し鶏そば　タコ和え
ジーマーミ豆腐　果物

沖縄そば　○米　○黒きび糖
きび糖　ゆでうどん

ジーマーミー豆腐　鶏もも肉
たこ　かまぼこ　○煮干し

○白ごま　絹ごし豆腐　鶏ひき肉

みかん　胡瓜　ねぎ　カットわかめ
ほうれんそう　南瓜

塩おにぎり
ゴマフィッシュ

お茶
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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

1(土) 昼食

午後おやつ 黒棒 赤ちゃんせんべい
牛乳

3(月) 昼食 揚げ豆腐のそぼろ丼 軟飯 全粥 つぶし粥
かぼちゃとコーンソテー 豆腐野菜煮 豆腐野菜煮 ペースト(大根・人参・豆腐)

すまし汁　 かぼちゃコーンソテー かぼちゃマッシュ すまし汁　
すまし汁　 すまし汁　

午後おやつ スコーン スコーン
牛乳

04(火) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
あじの風味焼き 白身魚蒸し焼き 白身魚蒸し焼き ペースト(白身魚・ほうれん草・トマト)

納豆 ほうれん草和え ほうれん草マッシュ すまし汁
ごまドレ和え 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
5(水) 昼食 中華あんかけ丼 軟飯 全粥 つぶし粥

春雨サラダ 肉団子と白菜旨煮 肉団子と白菜旨煮 ペースト（白菜・人参・南瓜）
中華スープ 春雨サラダ サラダマッシュ すまし汁

スープ スープ
午後おやつ さつま芋のガレット 蒸かしさつま芋

豆乳
6(木) 昼食 支那そばチャンプルー 軟飯 全粥 つぶし粥

大根サラダ 肉野菜炒め 肉野菜炒め煮 ペースト（ほうれん・人参・大根)
果物 大根サラダ 大根マッシュ すまし汁

卵スープ 果物 スープ
スープ

午後おやつ みそおにぎり おにぎり
お茶

7(金) 昼食 ハヤシライス 軟飯 全粥 つぶし粥
サラダ 豚肉と野菜トマト煮 野菜バーグ煮 ペースト(玉葱・人参・キャベツ)
果物 サラダ サラダマッシュ 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 りんごケーキ りんごケーキ
牛乳

8(土) 昼食 豚肉のしょうが焼き丼 軟飯 全粥 つぶし粥
和え物 豚肉野菜炒め煮 鶏だんごと南瓜煮 ペースト(玉葱・人参・南瓜)

ゆし豆腐 和え物 胡瓜マッシュ 豆腐すまし汁
豆腐すまし汁 豆腐すまし汁

午後おやつ リッツチーズ せんべい
プルーン
牛乳

10(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(大根・人参・豆腐)

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

午後おやつ ドロップドーナツ パンケーキ
11(火) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鶏肉のみそマヨ焼き 鶏照り蒸し煮 鶏つくねとブロッコリー煮 ペースト(ブロッコリー・人参)
きんぴらごぼう きんぴらごぼう 人参マッシュ 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 赤ちゃんせんべい

牛乳
12(水) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鮭の香草焼き 白身魚の香草蒸し焼き 白身魚のトマト蒸し焼き ペースト(白身魚・トマト・南瓜)
蒸し南瓜 蒸し南瓜 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 ホットケーキ ホットケーキ
牛乳

13(木) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
おでん おでん 豆腐と大根煮 ペースト(大根・人参・豆腐)

きゅうりのゆかり和え きゅうりの和え きゅうりのマッシュ すまし汁
すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ じゃこトースト じゃこトースト
豆乳

14(金) 昼食 レバーﾐｰﾄスパゲティー マカロニとチキンボールトマト煮 マカロニとチキンボールトマト煮 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・ブロッコリー)

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 しそひじきおにぎり おにぎり
お茶

※1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。

大掃除

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 肉野菜丼 軟飯 全粥 つぶし粥
キャベツの塩昆布和え 肉野菜炒め煮 肉野菜炒め煮 ペースト（キャベツ・人参・玉葱)

みそ汁 キャベツ和え キャベツマッシュ 南瓜スープ
みそ汁 みそ汁

午後おやつ うむにー うむにー
牛乳

17(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 豆腐おろしハンバーグ ペースト(人参・大根・ブロ)

いんげんのごまマヨネーズあえ いんげんのマヨあえ 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 人参ケーキ 人参ケーキ
牛乳

18(火) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
きのこの豆乳クリームシチュー きのこ入りポトフ つくね入りポトフ ペースト(玉葱・じゃが・ブロ)

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 すまし汁
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

19(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鶏手羽とじゃが芋の煮物 鶏じゃが煮 鶏団子じゃが煮 ペースト（人参・じゃが）

麩とわかめの酢の物 麩とわかめの和え物 サラダマッシュ すまし汁
すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ シナモントースト バタートースト
牛乳

20(木) 昼食 スパゲティーナポリタン マカロニ入りポトフ マカロニ入りポトフ つぶし粥
サラダ（レタスとじゃこ） サラダ（レタスとじゃこ） サラダマッシュ ペースト(玉葱・人参・しらす・トマト)

果物 果物 果物 すまし汁
じゃがいもスープ じゃがいもスープ じゃがいもスープ

午後おやつ 鮭おにぎり おにぎり
お茶

21(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
キャベツと厚揚げ和え キャベツの和え つくね煮 ペースト(人参・キャベツ・南瓜)

鶏汁 鶏汁 キャベツマッシュ すまし汁
大根汁

午後おやつ クラッカーサンド クラッカーサンド
牛乳

22(土) 昼食 そぼろどんぶり 軟飯 全粥 つぶし粥
ほうれん草かか和え コーン団子煮 野菜団子煮 ペースト(ほうれん草・人参・豆腐)

みそ汁 ほうれん草おかか和え ほうれん草マッシュ 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

25(火) 昼食
ごはん 軟飯 全粥 つぶし粥

チキンナゲット 焼きチキンナゲット 野菜とチキンボール煮 ペースト(豆腐・じゃが・玉葱)
マッシュポテト 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 クリスマスパンケーキ

ホットカルピス
26(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鯖の塩焼き 白身魚の塩焼き 白身魚の塩焼蒸しき ペースト(白身魚・人参・ブロ）
人参しりしり 人参しりしり 人参マッシュ 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 ハムチーズサンド チーズサンド

牛乳
27(木) 昼食 お弁当会 お弁当会

午後おやつ タンナファクルー せんべい
牛乳

28(金) 昼食 年越しそば 年越しうどん 年越し煮込みうどん くたくたうどん
タコ和え 蒸かし南瓜 南瓜マッシュ ペースト(南瓜・ほうれん)

ジーマーミ豆腐 果物 果物
果物

午後おやつ 塩おにぎり＆ゴマフィッシュ 塩おにぎり
お茶

※今月のお弁当会は27日（木）になります。
※24日（月）は天皇誕生日振替でお休みになります

　

クリスマスランチ

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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