
じめじめ梅雨もあっという間に終わり、太陽の光がまぶしい沖縄の夏がやってきました☆

本格的な夏を前に今から体力をしっかりつけておくことが大切です。

沖縄ならではの島野菜は島国の気温の高い土地に合ったものです。

体の熱や湿気をとってくれるのでぜひ取り入れてみてください。

ナーベーラー（へちま）、ゴーヤー、シブイ(冬瓜)、えんさい(空芯菜)など、

調理の工夫は子どもの好きな味にしたり、量を入れすぎない事。

園では7月7日の前日6日に七夕特別メニューです。天の川に見えるかな？お楽しみに☆彡

七夕の7月7日の前日6日は

園でも行事食メニュー！

そうめんを天の川に見立て

オクラで星に見立てたり

彩りよくかざる予定です。

ちょっとした工夫で食事も

楽しく華やかなものに

なりますよね。

おうちでも試してみて

くださいね☆☆

七夕はなぜそうめん？

そうめんの原形は「索餅(さくへい)」

と呼ばれるもの。中国から伝来した

食べ物で、和名では「むぎなわ」

といいます。

小麦粉と米粉を練って、

縄の形にしたお菓子でした。

日本でも、平安時代にはすでに

そうめんの原型を七夕に食べていた

という記録が残っています。

昔はお菓子だったなんで驚きですね！

モロヘイヤは野菜の王様と呼ばれるほど栄養

たっぷり。β-カロテンやビタミン類、カルシウム、

マグネシウム、カリウムなどのミネラルが多く

含まれているます。

ゆでるとねばねばするのはムチンという成分。

ほとんどが水分ですが、βカロテン、ビタミン

C、カリウム、ヘチマサポニンなど含みます。

ヘチマの汁には鎮咳作用、去痰作用、解毒

作用、血行促進作用があるため、昔から薬

膳食材としても使われてきました。

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。

うちなーむん（沖縄の旬）

さつま芋の植え付け体験
水やりもして早くおおきくなーれ！
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ナーベーラー

（へちま）

≪作り方≫
①モロヘイヤの葉を茎から取り

少々塩（分量外）を入れた湯で

モロヘイヤを茹でる

②モロヘイヤを細かく刻み

納豆と合わせ醤油で味付けし

て出来上がりｊ☆

③オイルはお好みですが
ビタミンＡやＫは油と相性が

良いので少し入れると

吸収率がアップ☆

材料（約二人分）
モロヘイヤの葉 10枚くらい

納豆 2パック

しょうゆ 少々
ごま油やオリーブオイル（お好みで）

モロヘイヤ

管理栄養士

高良江里奈

パパッとレシピ
簡単！鉄分カルシウム・

ビタミンたっぷり

モロヘイヤ納豆
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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

02
月

03
火

04
水

05
木

06
金

07
土

09
月

10
火

11
水

12
木

13
金

14
土

17
火

18
水

19
木

20
金

21
土

23
月

24
火

25
水

26
木

27
金

28
土

30
月

31
火

※16日は海の日でお休みです。

※食材の都合により献立を変更する場合があります。

オレンジゼリー

胚芽クラッカー

牛乳

ご飯　厚揚げの中華うま煮

キャベツの昆布あえ　すまし汁

米　○小麦胚芽のクラッカー

ごま油　片栗粉
○牛乳　厚揚げ

○オレンジ天然果汁　キャベツ

冬瓜　人参　たけのこ　いんげん

塩こんぶ　干ししいたけ　ねぎ

プリン

お茶

ご飯　チキン南蛮　タルタルかけ

サラダ　果物　麩のすまし汁

米　○黒砂糖　マヨネーズ

○くず粉　油　小麦粉　ごま油

○タピオカ粉　砂糖　麩

○豆乳　鶏もも肉　卵

○きな粉　しらす干し　鶏ひき肉

パイナップル　レタス

ブロッコリー　玉葱　ピーマン

人参　えのきたけ　ねぎ

のり　レモン　オレンジ

○牛乳　豚肉　卵　みそ

ツナ缶　黒ごま　鶏ひき肉

玉葱　いんげん　チンゲンサイ

人参　ねぎ　南瓜

くずもち

豆乳

ミートスパゲティー

胡瓜とチーズのコロコロサラダ　果物　スープ

スパゲティー　油

オリーブ油　砂糖

豚ひき肉　牛ひき肉　チーズ

鶏ひき肉

玉葱　バナナ　ホールトマト缶詰

　胡瓜　トマト　赤ピーマン

人参　にんにく

はちゃぐみ

牛乳
豚丼　いんげんのツナごまあえ　みそ汁

米　おつゆ麩

油　砂糖

ぶどうゼリー

ビスケット

牛乳

ゴーヤ-パウンド

牛乳

あわご飯　あじの塩焼き　納豆

ごまドレ和え　じゃが芋の味噌汁
米　○食パン　じゃが芋

○牛乳　あじ　挽きわり納豆

ちくわ　白身魚

ほうれんそう　ミニトマト

○りんごジャム　長ネギ

人参　わかめ　トマト

ジャムパン

牛乳

麦ご飯　夏野菜マーボー

バンサンスー　コーンスープ

米　○小麦粉　○砂糖

押麦　はるさめ　○油

ごま油　片栗粉　砂糖

親子丼　彩り野菜のツナあえ

もずく入りみそ汁
米

○牛乳　鶏もも肉　卵　みそ

ツナ缶　鶏ひき肉

○ぶどう天然果汁　玉葱

ピーマン　白菜　人参

もずく　ねぎ　黄ピーマン　にら

○牛乳　木綿豆腐　豚ひき肉

○卵　ハム　みそ　ごま

おきあ　絹ごし豆腐　鶏ひき肉

○ヨーグルト(無糖)

長ネギ　トマト　玉葱　胡瓜

なす　○ゴーヤ　赤ピーマン

黄ピーマン　コーン　生姜

ほうれんそう

焼きそば　塩ゆで枝豆

フルーツヨーグルト　わかめすまし汁
焼きそばめん　○米　油

ヨーグルト　豚肉　○さけ

○チーズ　○ごま　鶏ひき肉

えだまめ　キャベツ　玉葱

もやし　人参　ねぎ

わかめ　あおのり　バナナ

鮭・チーズおにぎり

お茶

ご飯　ビーフカレー

コールスローサラダ　スープ

米　じゃが芋　○小麦粉

○油　油

○牛乳　牛肉　○ツナ缶

ベーコン　牛乳　鶏ひき肉

玉葱　キャベツ　人参

ほうれんそう　いんげん

コーン缶　○ねぎ

黒棒

牛乳

あわご飯　鶏肉おろし煮　ポテトサラダ

とろろ昆布みそ汁

米　じゃが芋　○食パン

マヨネーズ　油　片栗粉

○豆乳　鶏もも肉

みそ　鶏ひき肉

だいこん　胡瓜　ミニトマト

ねぎ　人参　とろろこんぶ

トマト　南瓜

ヒラヤーチー

牛乳

麦ご飯　冬瓜のそぼろ煮　人参しりしり

アーサと豆腐みそ汁

米　○白玉粉　押麦

○油　油

絹ごし豆腐　鶏ひき肉　○牛乳

卵　○粉チーズ　みそ　ツナ缶

とうがん　人参　赤ピーマン

グリンピース　ねぎ　あおさ

もちもちチーズパン

お茶

胡麻ジャムサンド

豆乳

五穀米ご飯　はんぺんチーズフライ

果物　レタススープ

米　五穀米　パン粉

油　小麦粉

○牛乳　はんぺん　チーズ

卵　粉チーズ　絹ごし豆腐

白身魚

すいか　キャベツ　トマト

レタス　人参

茹でもろこし

プルーン

牛乳

七夕・天の川そうめん　さばの塩焼き

七夕ゼリー　ミルクゼリー

干しそうめん　○米　○押麦

砂糖　油

牛乳　さば　卵

かつお節　白身魚

アセロラ　胡瓜　オクラ

人参　○のり佃煮

のり佃煮おにぎり

食べる炒り子

お茶

ご飯　ナーベーラーンブシー

モウイの酢の物　すまし汁
米　油　砂糖

○牛乳　豚肉　厚揚げ

みそ　絹ごし豆腐　鶏ひき肉

○とうもろこし　へちま　モウイ

玉葱　○プルーン　人参　ねぎ

とろろ昆布　ほうれんそう　南瓜

あわご飯　鶏のトマト煮

コーンバター　スープ

米　○食パン　○小麦粉

○砂糖　オリーブ油

○豆乳　鶏もも肉　○卵

○バター　バター　鶏ひき肉

玉葱　ホールトマト　コーン

キャベツ　赤ピーマン　黄ピーマン

人参　エリンギ　いんげん　トマト

ビスキュイトースト

豆乳

発芽玄米ご飯　回鍋肉

胡瓜とワカメの中華和え　中華スープ

米　○じゃが芋　春雨

○マヨネーズ　砂糖

油　ごま油

○牛乳　豚肉　○ピザ用チーズ

○ツナ油漬缶　みそ　干しえび

鶏ひき肉

キャベツ　トマト　胡瓜

ピーマン　人参　しいたけ

○コーン缶　にら　わかめ

バナナ

キャンディチーズ

牛乳

ご飯　鶏肉とセロリの照り焼き風ソテー

南瓜のうす煮　みそ汁

米　○小麦粉

○粉糖　油

○牛乳　鶏もも肉　○バター

みそ　鶏ひき肉

南瓜　玉葱　セロリー

ほうれんそう　人参

しめじ　ねぎ

じゃが芋ピザ

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

アイスボックスクッキー

牛乳

ご飯　沖縄ガパオ風

ポテトサラダ　スープ

米　じゃが芋

マヨネーズ　油

○牛乳　豚ひき肉　ツナ缶

鶏ひき肉

○バナナ　玉葱　トマト

ピーマン　人参　生姜　胡瓜

わかめ　にんにく

○豆乳　○生クリーム

○ヨーグルト(無糖)
○いちごジャム

ハムチーズサンド

牛乳

じゅーしー　魚磯天ぷら　おくらのお浸し

果物　ゆし豆腐

米　○ホットケーキ粉

小麦粉

○牛乳　ゆし豆腐　かじき

豚肉　卵　みそ　○バター

かつお節　絹ごし豆腐

鶏ひき肉　白身魚

すいか　オクラ　ねぎ　人参

あおのり　しいたけ　ひじき

ココアスコーン

牛乳

カレーライス　シーザーサラダ

ヨーグルト　スープ

米　○食パン　じゃが芋

マヨネーズ　○マヨネーズ　油

○牛乳　鶏もも肉　ベーコン

○スライスチーズ　○ハム

牛乳　粉チーズ　鶏ひき肉

玉葱　レタス　人参　胡瓜

コーン缶　レモン果汁　パセリ

グレープフルーツ　もやし

ほうれんそう　大根　人参　胡瓜

長ネギ　コーン缶　わかめ

生姜　にんにく　南瓜

タンナファクルー

牛乳
鶏そぼろ丼　もずく酢　すまし汁 米　油　砂糖 ○牛乳　鶏ひき肉　卵　みそ

とうがん　玉葱　もずく　人参

胡瓜　いんげん　ねぎ

レモン果汁　コーン

豆腐白玉黒蜜きな粉かけ

牛乳

麦ご飯　レバーの酢豚風

山東菜の和え物　すまし汁

米　○フランスパン　押麦

片栗粉　油　○砂糖

おつゆ麩　砂糖

○牛乳　豚レバー　かにかま

○バター　○きな粉　鶏ひき肉

玉葱　ほうれんそう　サラダ菜

もやし　パセリ　トマト　南瓜

ラスク

牛乳

キッズビビンバ

キャンディチーズとスティック野菜

果物　わかめスープ

米　○白玉粉　○黒砂糖

マヨネーズ　砂糖　ごま油

○牛乳　○絹ごし豆腐　豚ひき肉

鶏ひき肉　チーズ　うずら卵

ツナ缶　ごま　○きな粉　絹ごし豆腐

ストロベリーフローズン

　ヨーグルト

カルテツウエハース

豆乳

沖縄そば　豚しゃぶねぎさっぱりダレ

たたき胡瓜梅こぶ和え

沖縄そば　○米

砂糖　ごま油

豚肉　豚骨　○しらす干し

かまぼこ　みそ

胡瓜　トマト　長ネギ　○大根葉

塩こんぶ　万能ねぎ　生姜

人参　玉葱　南瓜　梅干し

しらす青菜おにぎり

お茶

お弁当会 ○砂糖
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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

02(月) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

沖縄ガパオ風 肉団子トマト煮 肉団子トマト煮 ペースト（玉葱・トマト・じゃが芋）

ポテトサラダ ポテトサラダ ポテトマッシュ すまし汁

スープ（わかめ） スープ スープ

午後おやつ バナナ バナナ

キャンディチーズ

牛乳

03(火) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鶏肉とセロリの照り焼き風ソテー 鶏肉と野菜の照り煮 鶏だんごと野菜の照り煮 ペースト(玉葱・人参・南瓜)

南瓜のうす煮 南瓜のうす煮 南瓜のうす煮 すまし汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ アイスボックスクッキー パンケーキ

牛乳

04(水) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

回鍋肉 豚肉と野菜の炒め煮 肉団子と野菜煮 ペースト(人参・キャベツ・トマト)

胡瓜とワカメの中華和え 胡瓜とワカメの中華和え 胡瓜マッシュ すまし汁

中華スープ スープ スープ

午後おやつ じゃが芋ピザ じゃが芋チーズマッシュ

牛乳

05(木) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鶏のトマト煮 鶏のトマト煮 鶏バーグのトマト煮 ペースト(玉葱・トマト・ほうれん草)

コーンバター コーンバター スープ すまし汁

スープ スープ

午後おやつ ビスキュイトースト バタートースト

牛乳

06(金) 昼食 七夕・天の川そうめん にゅうめん にゅうめん そうめんくたくた煮

さばの塩焼き 白身魚の塩焼き 白身魚と野菜マッシュ ペースト(白身魚・人参・南瓜)

七夕ゼリー ゼリー

午後おやつ のり佃煮おにぎりと食べる炒り子 おにぎり

お茶

07(土) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

ナーベーラーンブシー 豆腐ンブシー 豆腐ンブシー ペースト(人参・豆腐・南瓜)

モウイの酢の物 すまし汁 すまし汁 すまし汁

すまし汁

午後おやつ 茹でもろこし 茹でもろこし

プルーン

牛乳

09(月) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

冬瓜のそぼろ煮 冬瓜と肉団子煮 冬瓜と肉団子煮 ペースト（冬瓜・人参・ほうれん草）

人参しりしり 人参しりしり 人参マッシュ すまし汁

アーサと豆腐みそ汁 アーサと豆腐みそ汁 アーサと豆腐みそ汁

午後おやつ もちもちチーズパン チーズパンケーキ

牛乳

10(火) 昼食 五穀米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

はんぺんチーズフライ 魚バーグ 魚バーグと野菜煮 ペースト(白身魚・豆腐・キャベツ・トマト)

果物 果物 果物 すまし汁

レタススープ レタススープ レタススープ

午後おやつ 黒棒 せんべい

牛乳

11(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鶏肉おろし煮 鶏肉おろし煮 鶏団子おろし煮 ペースト(大根・じゃが芋・人参)

ポテトサラダ ポテトサラダ ポテトマッシュ すまし汁

とろろ昆布みそ汁 とろろ昆布みそ汁 とろろ昆布みそ汁

午後おやつ 胡麻ジャムサンド ジャムパン

豆乳

12(木) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

ビーフカレー ポトフ ポトフ ペースト(人参・じゃが・きゃべ)

コールスローサラダ コールスローサラダ コールスローサラダ 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

13(金) 昼食 焼きそば 焼きうどん 煮込みうどん くたくたうどん

塩ゆで枝豆 塩ゆで枝豆 フルーツヨーグルト ペースト(玉葱・人参・キャベツ)

フルーツヨーグルト フルーツヨーグルト フルーツヨーグルト

わかめすまし汁 わかめすまし汁

午後おやつ 鮭・チーズおにぎり おにぎり

お茶

14(土) 昼食 親子丼 軟飯 全粥 つぶし粥

彩り野菜サラダ 鶏野菜煮 鶏野菜煮 ペースト(玉葱・人参・南瓜)

もずく入りすまし汁 彩り野菜サラダ 彩り野菜サラダ すまし汁

もずく入りすまし汁 すまし汁

午後おやつ ぶどうゼリー ぶどうゼリー

ビスケット

牛乳

離 乳 食 献 立 表



H30.7

日付 時間帯 完了期 離乳食　後期 離乳食　中期 離乳食　初期

17(火) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

夏野菜マーボー 豆腐団子と野菜の味噌煮 豆腐団子と野菜の味噌煮 ペースト(豆腐・トマト・ほうれん草)

バンサンスー バンサンスー 野菜マッシュ すまし汁

コーンスープ コーンスープ スープ

午後おやつ ゴーヤ-パウンド パンケーキ

牛乳

18(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

あじの塩焼き 白身魚塩焼き 白身魚マッシュ ペースト(白身魚・トマト・ほうれん草)

納豆 納豆 納豆 すまし汁

ごまドレ和え ごまドレ和え ほうれん草マッシュ

じゃがいもの味噌汁 じゃがいもの味噌汁 じゃがいもの味噌汁

午後おやつ ジャムパン ジャムパン

牛乳

19(木) 昼食 ご飯 軟飯 軟飯 つぶし粥

チキン南蛮　タルタルかけ チキンのマヨソースかけ つくね煮 ペースト(ブロッコリー・しらす・南瓜）

サラダ サラダ サラダマッシュ 果物

果物 果物 果物 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 くずもち やさいおじや

豆乳

20(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

胡瓜とチーズのコロコロサラダ 胡瓜とチーズのコロコロサラダ 胡瓜マッシュ 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 スープ すまし汁

午後おやつ プリン ヨーグルト

お茶

21(土) 昼食 豚丼 軟飯 全粥 つぶし粥

いんげんのツナごまあえ 豚玉炒め つくねと野菜の煮物 ペースト(玉葱・人参・南瓜)

みそ汁 いんげんのあえ いんげんマッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁

午後おやつ はちゃぐみ せんべい

牛乳

23(月) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

厚揚げの中華うま煮 豆腐のうま煮 豆腐のうま煮 ペースト(玉葱・人参・ほうれん)

キャベツの昆布あえ とろろ昆布和え とろろ昆布和え すまし汁

すまし汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ オレンジゼリー オレンジゼリー

胚芽クラッカー

牛乳

24(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・玉葱）

ヨーグルト シーザーサラダ サラダマッシュ ヨーグルト

スープ ヨーグルト ヨーグルト すまし汁

スープ スープ

午後おやつ ハムチーズサンド チーズサンド

牛乳

25(水) 昼食 じゅーしー 軟飯 全粥 つぶし粥

魚磯天ぷら 魚磯天ぷら 魚マッシュ ペースト(白身魚・大根・人参)

おくらのお浸し おくらのお浸し おくらと人参マッシュ 豆腐すまし汁

果物 果物 果物

ゆし豆腐 豆腐すまし汁 豆腐すまし汁

午後おやつ ココアスコーン スコーン

牛乳

26(木) 昼食 お弁当会 お弁当会

午後おやつ ストロベリーフローズンヨーグルト ストロベリーフローズンヨーグルト

カルテツウエハース

豆乳

27(金) 昼食 沖縄そば うどん 煮込みうどん くたくたうどん

豚しゃぶねぎさっぱりダレ 豚肉煮 つくね煮 ペースト(南瓜・トマト)

たたききゅうり梅こぶ和え きゅうり和え きゅうりマッシュ

午後おやつ しらす青菜おにぎり しらすおにぎり

お茶

28(土) 昼食 鶏そぼろ丼 軟飯 全粥 つぶし粥

もずく酢 コーン団子 とり団子煮 ペースト(玉葱・人参)

すまし汁 もずく酢 野菜マッシュ 野菜マッシュ

すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ タンナファクルー 赤ちゃんせんべい

牛乳

30(月) 昼食 キッズビビンバ 軟飯 全粥 つぶし粥

キャンディチーズとスティック野菜 肉団子と野菜の煮物 肉団子と野菜の煮物 ペースト(豆腐・人参・ほうれん草)

果物 スティック野菜 野菜マッシュ すまし汁

わかめスープ 果物 果物

わかめスープ かぼちゃスープ

午後おやつ おじや おじや

牛乳

31(火) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

レバーの酢豚風 ミートボールと野菜トマト煮 ミートボールと野菜トマト煮 ペースト(玉葱・トマト・南瓜)

山東菜の和え物 蒸かし南瓜 マッシュ南瓜 すまし汁

すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ ラスク ラスク

牛乳

※16日は海の日でお休みです。

※食材の都合により献立を変更する場合があります。

※離乳食は個々の発達・体調に合わせて調整しています


