
 管理栄養士
　　　高良江里奈

～子どもたちが様々な味を経験し、おいしく食べて、元気で健やかに成長していく様子を

保護者のみなさまと一緒に見守っていきたいと思っています。

～

幼児食

お食事は、子どもたちに食材のもつ美味しさを味わってもらうために

旬の素材を積極的に取り入れ、薄味を心がけています。

献立のサンプルは、実物だと展示後、捨てる事になりますので食の大切さを伝える為にも

写真(デジタルフォト）にてお知らせさせていただいています。

降園の際にご覧になってくださいね。

～安心と安らぎのなかで、食べる意欲の基礎づくり～
安心と安らぎの中で母乳（ミルク）を飲む心地よさを味わう

いろいろな食べ物を見て、触って、味わって、自分で進んで食べようとする
※一人ひとりの進み具合にあわせて作ります。初めての食品（特にたんぱく質）については、
アレルギーの問題等もありますので、まずご家庭で食べ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「離乳食チェック表」の記入のご協力よろしくお願いします。
〇食事チェック表を見て離乳を進めます。ご協力よろしくお願い致します。

～食べる意欲を大切に、食の体験を広げる～
食べたいもの、好きなものが増える

家族や仲間と一緒に食べる楽しさを味わう
栽培、収穫、調理を通して、食べ物に触れる

食べ物や身体のことを話題にする

給食だより

アレルギーについて

アレルギーのあるお子さんはお知らせくだ
さい。除去食なども行いますが、その際は
必ず医師の診断を受けていただき
診断書の提出が必要となります。アレル
ギーを持っているかどうかを早く知ること
が大切です。
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ご入園・進級おめでとうございます
子ども達は、これから園で出会うお友達や先生に、胸をときめかせていることでしょう。

気持ちの変化が大きい時期です。いつもより少しでも早めにお布団へ。。
本年度も子ども達にとって、楽しいお食事時間となるよう、調理一同頑張ります。

堀川 敦 子 種子田 尚子
一年間よろしくお願いします。 高江洲知嘉子 垣花道子 金城郁子

野菜を育て

自分で作る！

ご飯ができるまでって

とっても大変。

感謝をして

「いただきます」

お別れ

管理栄養士
高良江里奈 くわっちーさびたん♪

風のうた こどもの食べるをお助け☆食育コラム

3月より始まりました😃

こどもたちの離乳食のモグモグごっくんの事や好き嫌いなど

お母さん達のお助けになればいいな、というミニ情報を発信します♪

「くわっちーさびたん」のくわっちーはごちそうのこと。「ごちそうさま」という意味ですね。

ごはんをいっぱい食べて大きな声でごちそうさま！という声を聞くと食事の時間がより楽しくなりますね。

そして本日は離乳食のスタートのお話。

離乳食の4つのサイン、赤ちゃんの「食べられるよ～」のお知らせ受け取っていますか？

まずは一番大切なのがしっかりと首が座っている事

大人も首を後ろに傾けると飲み込みができませんよね。

そして2つ目、よだれが出ている事

よだれは消化にも必要な酵素を含む物を食べるのに必要な物です

3つ目、支えると座ることができる事

腰が座っていないとぐらついたりきちんと飲みこむ事ができません

最後は大人や兄弟の食べているご飯を美味しそうに見つめている事です。

いつもの食卓もニコニコ美味しいな～と食べていたら離乳も早くなるかもしれませんね！

以上のサインがそろったらおもゆの1口からいよいよスタート！

次回は離乳食のはじめは何をあげる？のお話です。。。

管理栄養士 高良江里奈

H31.4
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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

03
水

04
木

05
金

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

※今月お弁当会は18日木曜日になります。

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

3時おやつ

鮭ごはん　松風焼き

三色野菜和え　そうめん汁

○さつまいも　米　干しそうめん

○砂糖　○油　パン粉　油　砂糖

○牛乳　鶏ひき肉　さけ　木綿豆腐

牛乳　卵　みそ　○ごま

ごま　絹ごし豆腐　白身魚

大根　玉葱　いんげん　胡瓜

人参　大根葉　ねぎ　焼きのり

あまからお芋

牛乳

発芽玄米ごはん　チキンミラノ風

ツナサラダ　スープ

米　玄米　○オートミール

オリーブ油

○牛乳　鶏もも肉　チーズ

ツナ　○無塩バター

バター　鶏ひき肉

玉葱　レタス　ほうれんそう

トマトピューレ　黄ピーマン

○干しぶどう　人参　にんにく

マシュマロおこし

牛乳

ご飯　豆腐チャンプルー

もずく酢　すまし汁

米　○ホットケーキ粉

油　砂糖　○油

○牛乳　木綿豆腐　豚ひき肉

○ヨーグルト　○卵　鶏ひき肉

もずく　キャベツ　ほうれんそう

玉葱　人参　胡瓜　もら　レモン

○ブルーベリージャム

ヨーグルトケーキ

牛乳

かけうどん　鶏肉と根菜煮

白和え　果物

ゆでうどん　○米

板こんにゃく

木綿豆腐　鶏もも肉　ちくわ

○黒ごま　鶏ひき肉

りんご　大根　ほうれんそう

人参　ごぼう　ねぎ　干椎茸

ごましおおにぎり

お茶

ハヤシライス　ごぼうサラダ

果物　野菜スープ
米　○食パン　油

○豆乳　県産豚肉　ベーコン

○バター　バター　鶏ひき肉

バナナ　玉葱　人参　ごぼう

ホールトマト　マッシュルーム

コーン缶　レタス　水菜　オレンジ

シナモントースト

豆乳

そぼろどんぶり　キャベツのサラダ

アーサのみそ汁
米　砂糖　油　ごま油

○牛乳　絹ごし豆腐　鶏ひき肉

卵　米みそ　しらす干し

キャベツ　玉葱　いんげん　人参

あおさ　焼きのり　しょうが

黒棒

牛乳

あわご飯　マーボー豆腐

かみかみサラダ　中華風コーンスープ

米　○小麦胚芽のクラッカー

和風ドレッシング　片栗粉　ごま油

○牛乳　木綿豆腐　豚ひき肉　卵

みそ　ハム　おきあみ

絹ごし豆腐　鶏ひき肉

○オレンジ　クリームコーン缶

長ネギ　○みかん缶　胡瓜　人参

切り干し大根　にら　しょうが

オレンジゼリー

胚芽クラッカー

牛乳

麦ご飯　豚肉と大根のさっぱり煮

和風コールスローサラダ　みそ汁

米　○小麦粉　○強力粉

押麦　○油

○牛乳　県産豚肉　○豆乳　○卵

みそ　油揚げ　鶏ひき肉

大根　キャベツ　人参　長ネギ

ねぎ　コーン缶　セロリー

ねぎ　ひじき

ココア蒸しケーキ

牛乳

ご飯　魚のみそ照り焼き

納豆あえ　すまし汁

米　○食パン　じゃがいも

○砂糖　砂糖

○牛乳　さわら　挽きわり納豆

○生クリーム　みそ　かつお節

こまつな　人参　ワカメ

グリーンアスパラ

○いちごジャム　しょうが

いちごクリームパン

牛乳

ソース焼きそば　もやしのサラダ

果物　すまし汁

焼きそばめん　○米　うずまき麩

油　ゆでうどん
県産豚肉　○かつお節　鶏ひき肉

りんご　キャベツ　もやし　玉葱

胡瓜　人参　黄ピーマン

ピーマン　青のり　ねぎ

おかか醤油おにぎり

お茶

ご飯　鶏肉とセロリのソテー

南瓜サラダ　すまし汁

米　○白玉粉　マヨネーズ

○油　オリーブ油

○牛乳　鶏もも肉　卵

○粉チーズ　鶏ひき肉

南瓜　玉葱　白菜　人参

セロリー　えだまめ　ねぎ

もちもちチーズパン

牛乳

揚げ豆腐のそぼろ丼

胡瓜の塩昆布和え　みそ汁
米　油

○牛乳　厚揚げ　豚ひき肉　みそ

木綿豆腐　鶏ひき肉

玉葱　大根　胡瓜　人参　塩こんぶ

グリンピース　ねぎ

マシュマロリッツ

牛乳

ﾐｰﾄスパゲティー　サラダ

果物　スープ

○米　スパゲティー　オリーブ油

砂糖　マカロニ

豚ひき肉　牛ひき肉　ハム

○煮干し　鶏ひき肉

白菜　オレンジ　玉葱　ホールトマト

人参　チンゲンサイ　○のり佃煮

にんにく　レモン　パセリ　トマト

海苔佃煮おにぎり

食べる炒り子

お茶

麦ご飯　豚カツ

胡瓜とトマトのサラダ　ゆし豆腐

米　パン粉　押麦

油　小麦粉

○牛乳　ゆし豆腐　豚肉(ロース)

　みそ　卵　すりごま

絹ごし豆腐　鶏ひき肉

○もも果汁　胡瓜　キャベツ

トマト　ねぎ

ピーチゼリー

クラッカー

牛乳

五穀米ご飯　あじの香り焼き

人参しりしり　すまし汁

米　○食パン　五穀米　油

片栗粉　うずまき麩

○牛乳　あじ　○ゆであずき缶

卵　○生クリーム　白身魚

人参　南瓜　ほうれんそう

ねぎ　にんにく

手作りあんぱん

牛乳

お弁当会 ○牛乳　○チーズ

豆乳ウェハース

キャンディチーズ

牛乳

鶏そば　白和え　果物
沖縄そば　○米

ゆでうどん

鶏もも肉　木綿豆腐　豚だし骨

○さけ　鶏ひき肉

オレンジ　ほうれんそう

人参　ねぎ　○大根葉

長ネギ　玉葱

鮭青菜おにぎり

お茶

ご飯　肉じゃが

厚揚げおかか醤油　みそ汁

○さつまいも（皮付）　米

じゃがいも　油　砂糖

○牛乳　厚揚げ　豚肉　みそ

かつお節　木綿豆腐　鶏ひき肉

玉葱　人参　ねぎ

カットわかめ

蒸かし芋

牛乳

豆腐肉みそ丼

白菜のサラダ　中華スープ

米　○黒砂糖　○おつゆ麩

はるさめ　ごま油　油　砂糖

○牛乳　厚揚げ　豚ひき肉　ハム

米みそ　木綿豆腐　鶏ひき肉

白菜　玉葱　人参　いんげん　ねぎ

にら　干し椎茸　しょうが

ほうれんそう

麩菓子

牛乳

ご飯　豚肉のケチャップソテー

サラダ　わかめスープ

米　○ホットケーキ粉

はちみつ

○牛乳　県産豚肉　○豆乳　○卵

○コンデンスミルク　ごま

玉葱　○バナナ　ブロッコリー

人参　コーン缶　わかめ　トマト

バナナケーキ

牛乳

発芽玄米ご飯　鮭のあけぼの焼き

いんげん入炒り卵　果物　みそ汁

米　じゃがいも　○小麦粉

マヨネーズ　油　○油　おつゆ麩

○牛乳　さけ　卵

米みそ　白身魚

りんご　いんげん　人参　ねぎ

青のり　○青さ

アーサヒラヤーチー

牛乳

※食材の都合により献立を変更する場合があります。

親子丼

キャベツゆかり和え　すまし汁
米　○さつまいも　○砂糖

○牛乳　卵　鶏もも肉

○エバミルク　鶏ひき肉

キャベツ　玉葱　ほうれんそう

人参　ねぎ　焼きのり　南瓜

スイートポテト

牛乳

※29日は昭和の日、30日は退位の日でお休みになります。

カレーライス　コロコロサラダ

果物　スープ

米　○食パン　じゃがいも

オリーブ油　油

○牛乳　鶏もも肉　チーズ

牛乳　鶏ひき肉

バナナ　玉葱　胡瓜　人参　枝豆

グリンピース　レモン　オレンジ

黒ゴマサンド

牛乳

ご飯　豚すき焼き風煮

大根の梅あえ　みそ汁

米　じゃがいも　しらたき

はちみつ　砂糖

○牛乳　県産豚肉　焼き豆腐

みそ　なると　かつお節

木綿豆腐　鶏ひき肉

大根　白菜　玉葱　長ネギ　梅干し

ねぎ　干ししいたけ

カッププリン

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
01(月) 昼食 鮭ごはん 軟飯 全粥 つぶし粥

松風焼き 鶏つくね煮 鶏つくね煮 ペースト(豆腐・人参・大根)
三色野菜和え 三色野菜和え 野菜マッシュ そうめんくたくた汁
そうめん汁 そうめん汁 そうめん汁

午後おやつ あまからお芋 あまからお芋
牛乳

02(火) 昼食 発芽玄米ごはん 軟飯 全粥 つぶし粥
チキンミラノ風 チキントマトチーズ煮 チキンボールトマト煮 ペースト(玉葱・トマト・ほうれん)
ツナサラダ サラダ サラダマッシュ すまし汁
スープ スープ スープ

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

03(水) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
豆腐チャンプルー 豆腐チャンプルー 豆腐野菜煮 ペースト（きゃべ・人参・豆腐）

もずく酢 すまし汁 すまし汁 すまし汁
すまし汁

午後おやつ ヨーグルトケーキ ヨーグルトケーキ
牛乳

04(木) 昼食 かけうどん かけうどん 煮込みうどん つぶし粥
鶏肉と根菜煮 鶏肉と根菜煮 鶏団子トマト野菜煮 ペースト（大根・人参・豆腐）

白和え 豆腐サラダ 豆腐マッシュ うどんくたくた煮汁
果物 果物 果物

午後おやつ ごましおおにぎり おにぎり
お茶

05(金) 昼食 ハヤシライス 軟飯 全粥 つぶし粥
ごぼうサラダ 肉野菜炒め煮 肉バーグと野菜炒め煮 ペースト(玉葱・人参・南瓜)

果物 ごぼうサラダ 野菜マッシュ 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 シナモントースト バタートースト

豆乳
06(土) 昼食 そぼろどんぶり 軟飯 全粥 つぶし粥

キャベツのサラダ 野菜つくね煮 野菜つくね煮 ペースト（玉葱・人参・きゃべ）
アーサのみそ汁 キャベツのサラダ キャベツのマッシュ すまし汁

アーサのみそ汁 アーサのみそ汁
午後おやつ 黒棒 赤ちゃんせんべい

牛乳
08(月) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

マーボー豆腐 マーボー豆腐 豆腐バーグ煮 ペースト（豆腐・人参）
切干し大根のかみかみサラダ 野菜サラダ 野菜サラダマッシュ すまし汁

中華風コーンスープ コーンスープ スープ
午後おやつ オレンジゼリー オレンジゼリー オレンジゼリー

胚芽クラッカー
牛乳

09(火) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
豚肉と大根のさっぱり煮 鶏団子と野菜煮物 鶏団子と野菜煮物 ペースト（大根・人参・キャベツ）
和風コールスローサラダ 和風コールスローサラダ 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 ココア蒸しケーキ 蒸しパン

牛乳
10(水) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

魚のみそ照り焼き 魚のみそ蒸し焼き 魚のみそ蒸し煮 ペースト（白身魚・小松菜・人参）
納豆あえ 納豆あえ 野菜マッシュ すまし汁
すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ いちごクリームパン ジャムパン
牛乳

11(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
もやしのサラダ もやしサラダ 果物 ペースト（玉葱・キャベツ・ほうれん草）

果物 果物 すまし汁 果物
すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ おかか醤油おにぎり おかか醤油おにぎり
お茶 お茶

12(金) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鶏肉とセロリのソテー 鶏肉と豆の炒め煮 そぼろ煮 ペースト（玉葱・人参・南瓜）

南瓜サラダ 南瓜サラダ 南瓜マッシュ すまし汁
すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ もちもちチーズパン チーズパンケーキ
牛乳

13(土) 昼食 揚げ豆腐のそぼろ丼 軟飯 全粥 つぶし粥
きゅうりの塩昆布和え 豆腐つくねと野菜煮 豆腐つくねと野菜煮 ペースト（大根・人参・豆腐）

みそ汁 きゅうり和え きゅうりマッシュ すまし汁
みそ汁 みそ汁

午後おやつ はちゃぐみ 赤ちゃんせんべい
牛乳

14(日) 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
果物 果物 果物 ペースト（玉葱・人参・トマト）
サラダ サラダ サラダマッシュ 果物

チキンスープ チキンスープ 鶏団子スープ すまし汁
午後おやつ 鮭・チーズおにぎり おにぎり

お茶
15(月) 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

サラダ サラダ サラダマッシュ ペースト(トマト・白菜・玉葱）
果物 果物 果物 すまし汁
スープ スープ スープ

午後おやつ 海苔佃煮おにぎり＆食べる炒り子 おにぎり
お茶

16(火) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
豚カツ 肉野菜炒め 肉団子と野菜煮 ペースト（きゃべつ・トマト）

胡瓜とトマトのサラダ 胡瓜とキャンディチーズ 胡瓜マッシュ すまし汁
ゆし豆腐 豆腐みそ汁 豆腐みそ汁

午後おやつ ピーチゼリー（アガー） ピーチゼリー（アガー）
クラッカー

牛乳
17(水) 昼食 五穀米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

あじの香り焼き 白身魚と野菜の蒸し煮 白身魚と野菜の蒸し煮 ペースト（タラ・南瓜・人参）
人参しりしり 人参炒め 人参マッシュ すまし汁
すまし汁 人参マッシュ みそ汁

みそ汁
午後おやつ 手作りあんぱん 手作りあんぱん

牛乳
18(木) 昼食 お弁当会 お弁当会

午後おやつ 豆乳ウェハース 赤ちゃんせんべい
キャンディチーズ

牛乳
19(金) 昼食 鶏そば 鶏煮込みうどん 鶏団子煮込みうどん つぶし粥

白和え 白和え 豆腐マッシュ ペースト（豆腐・ほうれん草・人参）
果物 果物 果物 くたくたうどん

午後おやつ 鮭青菜おにぎり おにぎり
お茶

20(土) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
肉じゃが 豚肉と根菜煮 鶏団子じゃが煮 ペースト（じゃが・玉葱・人参）

厚揚げおかか醤油 湯豆腐 湯豆腐 すまし汁
みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ 蒸かし芋 蒸かし芋
牛乳

22(月) 昼食 豆腐肉みそ丼 軟飯 全粥 つぶし粥
白菜のサラダ 豆腐肉みそ煮 豆腐肉みそ煮 ペースト（豆腐・玉ねぎ・人参）
中華スープ 白菜のサラダ 白菜マッシュ すまし汁

スープ スープ
午後おやつ 麩菓子 おじや

牛乳
23(火) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

豚肉のケチャップソテー トマトバーグ煮 トマトバーグ煮 ペースト（トマト・ブロッコリー）
サラダ サラダ サラダマッシュ すまし汁

わかめスープ わかめスープ スープ
午後おやつ バナナケーキ バナナパンケーキ

牛乳
24(水) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鮭のあけぼの焼き 白身魚のソテー 白身魚マッシュ ペースト（白身魚・人参・じゃが芋）
いんげん入炒り卵 いんげん和え物 いんげんマッシュ 果物

果物 果物 果物 すまし汁
みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ アーサヒラヤーチー アーサヒラヤーチー
牛乳

25(木) 昼食 カレーライス 軟飯 全粥 つぶし粥
コロコロサラダ ポトフ ポトフ ペースト（玉葱・人参・じゃが）

果物 コロコロサラダ 野菜マッシュ すまし汁
スープ 果物 果物

スープ スープ
午後おやつ 黒ゴマサンド ジャムパン

牛乳
26(金) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

豚すき焼き風煮 豚すき焼き風煮 肉団子と野菜煮 ペースト（玉葱・白菜・大根）
大根の梅あえ 大根あえ 大根マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁
午後おやつ カッププリン ヨーグルト

クラッカー
牛乳

27(土) 昼食 親子丼 軟飯 全粥 つぶし粥
キャベツゆかり和え 鶏野菜煮 鶏だんご野菜煮 ペースト（きゃべ・人参・南瓜）

すまし汁 キャベツ和え キャベツマッシュ すまし汁
すまし汁 すまし汁

午後おやつ スイートポテト スイートポテト
牛乳

※今月のお弁当会は18日木曜日になります。

※29日は昭和の日、30日は退位の日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。

離乳食は個々の発達・体調に合わせて調整しています。

離 乳 食 献 立 表

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。


