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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、8月31日～9月２日は沖縄のお盆です。

8月３１日の初日のお迎えはウンケー、9月２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。

果肉は白く淡泊な味でキュウリに似てい

ます。沖縄では豚肉と一緒に炒め煮にし

たり、酢の物や和え物としてよく食べられ

ています。

水分が多く、カリウムやビタミンＣが含ま

れていることから、むくみとったりのどの

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）
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沖縄のお盆
旧暦の８月13日～15日は沖縄のお盆です。新暦でいうと今年は8月31日～9月2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！

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

「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。
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中♪

本日は離乳食中期以降とアレルギーについて
離乳食の初めのお粥、野菜、たんぱく質と色々な種類の食材が食べられるようになり
月齢はだいたい7～8か月頃、1日2回食まで進んで来ました

この頃の口の中は歯が生えて舌が口の中に納まるようになり（歯の生え方は個人差があります）
舌と上のあごでつぶした食べ物と唾液を舌でまとめてゴックンできるようになってきます
☆口の中は日々成長して形が変わっていっています！
舌とあごでつぶせる固さは絹豆腐くらいの固さが目安
実際にご自分でも舌とあごでつぶして試してみてくださいね

また、順調に食べていた赤ちゃんも中期以降は食が進まなかったりする事も多いようです。
赤ちゃんによって理由は異なりますが、なかなか食べてくれない時のチェックは4つ

〇食材の固さが柔らかすぎ、硬すぎ、ざらつきはどうかな？⇒固さなどを変更してみる
〇おっぱいやミルクを飲んでから時間がたってお腹が空いているかな？⇒いっぱい遊んでお腹を空かして
からあげてみる
〇味が単調で飽きてないかな？⇒だしの味を野菜や昆布などに変えたり、ベビーフード等も少し混ぜてみ
るのもひとつの方法です
〇体調・ごきげんはいいかな？⇒便秘や下痢などのうんちチェック、ごきげんの良い時にあげるのもポイン
トです。
それでもどうしても食べない場合は、数日おっぱいやミルクで休憩して再チャレンジしてみてくださいね

前回のコラムでも食材の種類を増やしていく事が大切というお話をしましたが
これはアレルギーになりにくいからだづくりにも必要だと言われています
特にご両親に強いアレルギーがなければ、お魚、豆腐（絹ごしから）、お肉（鶏ひき肉から
卵（卵黄から）などのたんぱく質は特に、怖がらずに一口から、色々な種類の食材に触れさせる事が大切
です。

保育園でも様々な食材を取り入れてお食事を作っていますが、おうちで食べていない食材をあげる事が
できません
時間がなければ食べた事のない食材が入ったベビーフードを普段の食事に混ぜたりしてもOKです。
心配事や分からない事があれば、周りの人や園の先生に気軽に聞いてみて下さいね
離乳食はみんな悩みながら進めているのでうまくできなくても大丈夫
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口の動きは前後だけでなく上下に動くようになるから

「つぶす」という動きができるようになるよ。
口角を同時に両側に引く動きをしているか見てみて♪
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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 調味料

01
火

02
水

03
木

04
金

05
土

07
月

08
火

09
水

10
木

11
金

12
土

14
月

15
火

16
水

17
木

18
金

19
土

23
水

24
木

25
金

26
土

28
月

29
火

30
水

きな粉クリームサンド
牛乳

あわご飯 鮭の塩焼き
クーブイリチー 豆腐のみそ汁

米 こんにゃく　あわ
 ○きび砂糖 油 きび砂糖

〇小麦粉

○牛乳 さけ 絹ごし豆腐
豚肉 みそ 白身魚

トマト ほうれんそう ○アセロラ
人参 枝豆 刻みこんぶ

切り干し大根

かつおだし汁 しょうゆ
みりん 塩

アセロラゼリー
クラッカー

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

五穀米ご飯 鶏の照り焼き
南瓜のソテー 果物 冬瓜汁

米 ○フランスパン
五穀米 ○きび砂糖

油 きび砂糖

○牛乳 鶏もも肉 〇きなこ
○ホイップクリーム

油揚げ バター 鶏ひき肉

なし 南瓜 冬瓜 ブロッコリー
いんげん 赤ピーマン ねぎ

かつおだし汁 しょうゆ
みりん 塩

麦ご飯 ナーベーラーンブシー
もずく酢 そうめん汁

米 ○小麦粉 そうめん
○きび砂糖 押麦
きび砂糖 油

○牛乳 豚肉 厚揚げ
○バター ○卵 みそ

豆腐 鶏ひき肉

へちま もずく 人参 胡瓜
レモン果汁 ねぎ 冬瓜

かつおだし汁 酢 しょう
ゆ 本みりん 塩

〇ベーキングパウダー

彩りクッキー
牛乳

ミートスパゲティー
野菜サラダ 果物 きのこスープ

スパゲティー ○米 油
○きび砂糖 ○油

きび砂糖

豚ひき肉 牛ひき肉
〇みそ ○ツナ

粉チーズ 鶏ひき肉

玉葱 ぶどう ホールトマト
人参 ブロッコリー えのき
トマトピューレ しめじ
コーン缶 にんにく

煮干だし汁 かつおだし汁
ケチャップ ごまドレッシ
ング ウスターソース
しょうゆ コンソメ 塩

あんだんすーおにぎり
お茶

あわご飯 マーボ豆腐
ひじき中華和え スープ

米 ○玄米フレーク　あわ
○オートミール はるさめ
ごま油 片栗粉 きび砂糖

〇マシュマロ

○牛乳 木綿豆腐
豚ひき肉 ちくわ

○無塩バター 赤みそ
○黒ごま 鶏ひき肉

キャベツ 玉葱 人参 長ネギ
ひじき ねぎ 椎茸 南瓜

煮干だし汁 かつおだし汁
しょうゆ 塩 中華スープ

おろし生姜

マシュマロおこし
牛乳

鶏丼 胡瓜とワカメ和え
にら玉汁

米 油 きび砂糖
ごま油　〇小麦粉　〇黒糖

○牛乳 鶏もも肉 卵
みそ ツナ ○煮干し

絹ごし豆腐 鶏ひき肉 〇卵

玉葱 胡瓜 人参 にら ねぎ
わかめ ほうれんそう 南瓜

かつおだし汁 しょうゆ
みりん 酢 おろしにんに

く

黒棒
食べるいりこ

牛乳

夏野菜カレー ポテトサラダ
果物 すまし汁

○さつまいも 米
じゃがいも マヨネーズ
○きび砂糖 ○油 油

きび砂糖

○牛乳 豚ひき肉 鶏ひき肉
ツナ 豚レバー ○ごま

オレンジ 玉葱 白菜 人参
なす えのき ピーマン
グリンピース 胡瓜
にんにく 生姜

煮干だし汁 かつおだし汁
カレールウ ケチャップ
しょうゆ ウスターソース
○しょうゆ 塩 パセリ粉

あまからお芋
牛乳

発芽玄米ご飯
豚肉のケチャップソテー

モウイのツナ和え 麩のすまし汁

米 じゃがいも
○ホットケーキ粉 発芽米
はちみつ うずまき麩

○牛乳 豚肉 ○豆腐
ツナ油漬缶 ○バター

かつお節

玉葱 モウイ いんげん
人参 ねぎ トマト 冬瓜

かつおだし汁 ケチャップ
しょうゆ ウスターソース

塩

豆腐スコーン
牛乳

焼きそば 塩ゆで枝豆
果物 わかめスープ

焼きそばめん ○米
油 ゆでうどん

豚肉 ○しらす干し
鶏ひき肉

ぶどう 枝豆 キャベツ もやし
玉葱 ○からしな 人参 ねぎ

わかめ あおのり

煮干だし汁 かつおだし汁
焼きそばソース しょうゆ

塩 ○塩

しらす青菜おにぎり
お茶

麦ご飯 さんまのごま焼き
ひじき炒め パパイヤみそ汁

○食パン 米 しらたき
押麦 ○マヨネーズ 油

片栗粉 きび砂糖

○牛乳 さんま 豆腐
みそ 豚肉 ○ハム 大豆

ごま 白身魚

ミニトマト 人参 パパイヤ
ひじき にら ねぎ

トマト 冬瓜

かつおだし汁 しょうゆ
みりん

ハムマヨパン
牛乳

ビーンズタコライス
ベイクドポテト 野菜スープ 果物

米 じゃがいも
キドニービーンズ 油

きび砂糖

○牛乳 牛ひき肉 豚ひき肉
だいず水煮缶詰
チーズ 鶏ひき肉

オレンジ キャベツ 玉葱
トマト ○干しぶどう レタス

人参 にんにく

煮干だし汁 かつおだし汁
ケチャップ ウスターソー

ス 塩 パセリ粉

レーズン蒸しパン
牛乳

鶏野菜丼 ほうれん草煮びたし
みそ汁

米 おつゆ麩 油
きび砂糖　〇玄米フレーク

○ヨーグルト 鶏もも肉 みそ
油揚げ しらす干し

豆腐

ほうれんそう 玉葱 ○バナナ
人参 長ネギ 赤ピーマン ねぎ

〇レーズン

かつおだし汁 みりん
しょうゆ（うすくち）

しょうゆ 塩

玄米フレーク
ヨーグルト

お茶

あわご飯 鮭の塩焼き
クーブイリチー 豆腐のみそ汁

米 こんにゃく　あわ
 ○きび砂糖 油 きび砂糖

〇小麦粉

○牛乳 さけ 豆腐
豚肉 みそ 白身魚

トマト ほうれんそう ○アセロラ
人参 枝豆 昆布 切干大根

かつおだし汁 しょうゆ
みりん 塩

アセロラゼリー
クラッカー

牛乳

五穀米ご飯 鶏の照り焼き
南瓜のソテー 果物 冬瓜汁

米 ○フランスパン
五穀米 ○きび砂糖

油 きび砂糖

○牛乳 鶏もも肉 〇きなこ
○生クリーム 油揚げ
バター 鶏ひき肉

なし 南瓜 冬瓜 ブロッコリー
いんげん 赤ピーマン ねぎ

かつおだし汁 しょうゆ
みりん 塩

きな粉クリームサンド
牛乳

肉そば 甘酢和え
ジーマーミ豆腐

沖縄そば ○米 きび砂糖
きび砂糖 ゆでうどん

豚骨 豚肉 ジーマーミー豆腐
○チーズ ○白ごま 豆腐
○かつお節 鶏ひき肉

大根 胡瓜 ねぎ　わかめ
長ネギ 人参 玉葱 南瓜

酢 みりん しょうゆ（う
すくち） しょうゆ ○
しょうゆ 塩 かつおだし

汁

おかかごま
チーズおにぎり

お茶

おべんとう会 ○牛乳 ○煮干し
○古代米煎餅（米 黒米

黒ゴマ キヌア）

古代米煎餅
食べる炒り子

牛乳

夏野菜カレー ポテトサラダ
果物 すまし汁

○さつまいも 米
じゃがいも マヨネーズ
○きび砂糖 ○油 油

きび砂糖

○牛乳 豚ひき肉 鶏ひき肉
ツナ 豚レバー ○ごま

オレンジ 玉葱 白菜 人参
なす えのき ピーマン 生姜
グリンピース 胡瓜 にんにく

煮干だし汁 かつおだし汁
カレールウ ケチャップ
しょうゆ ウスターソース
○しょうゆ 塩 パセリ粉

あまからお芋
牛乳

鶏丼 胡瓜とワカメ和え
にら玉汁

米 油 きび砂糖
ごま油　〇小麦粉　〇黒糖

○牛乳 鶏もも肉 卵
みそ ツナ ○煮干し

絹ごし豆腐 鶏ひき肉 〇卵

玉葱 胡瓜 人参 にら ねぎ
わかめ ほうれんそう 南瓜

かつおだし汁 しょうゆ
みりん 酢 おろしにんに

く

黒棒
食べるいりこ

牛乳

焼きそば 塩ゆで枝豆
果物 わかめスープ

焼きそばめん ○米
油 ゆでうどん

豚肉 ○しらす干し
鶏ひき肉

ぶどう 枝豆 キャベツ もやし
 玉葱 ○からしな 人参 ねぎ

わかめ あおのり

煮干だし汁 かつおだし汁
焼きそばソース しょうゆ

塩 ○塩

しらす青菜おにぎり
お茶

麦ご飯 さんまのごま焼き
ひじき炒め パパイヤみそ汁

○食パン 米 しらたき
押麦 ○マヨネーズ 油

片栗粉 きび砂糖

○牛乳 さんま 豆腐
みそ 豚肉 ○ハム
大豆 ごま 白身魚

ミニトマト 人参 パパイヤ
ひじき にら ねぎ

トマト 冬瓜

かつおだし汁 しょうゆ
みりん

ハムマヨパン
牛乳

ビーンズタコライス
ベイクドポテト 野菜スープ 果物

米 じゃがいも
キドニービーンズ 油

きび砂糖

○牛乳 牛ひき肉 豚ひき肉
大豆 チーズ 鶏ひき肉

オレンジ キャベツ 玉葱
トマト ○干しぶどう レタス

人参 にんにく

煮干だし汁 かつおだし汁
ケチャップ ウスターソー

ス 塩 パセリ粉

レーズン蒸しパン
牛乳

鶏野菜丼 ほうれん草煮びたし
みそ汁

米 おつゆ麩 油
きび砂糖　〇玄米フレーク

○ヨーグルト(無糖) しらす
鶏もも肉 みそ
油揚げ 豆腐

ほうれんそう 玉葱 ○バナナ
人参 長ネギ 赤ピーマン ねぎ

〇レーズン

かつおだし汁 みりん
しょうゆ（うすくち）

しょうゆ 塩

玄米フレーク
ヨーグルト

お茶

※ 食材の都合により献立を変更する場合があります。

※21日敬老の日・2２日秋分の日でお休みです。

発芽玄米ご飯 うじら豆腐
粉ふき芋 みそ汁

じゃがいも 米
○ホットケーキ粉 発芽米

○きび砂糖 揚げ油
うずまき麩　ココア

○牛乳 木綿豆腐 白身魚すり身
○卵 ○無塩バター みそ ごま
卵 ○豆乳 ピーナッツバター

人参 枝豆 ねぎ
ひじき パセリ

かつおだし汁
塩 こしょう

ココアケーキ
牛乳

ご飯 鶏のみそ焼き
パパイヤイリチー すまし汁

米 油 きび砂糖　〇小麦粉
○牛乳 鶏もも肉 豆腐

ツナ みそ 鶏ひき肉 白身魚

パパイヤ（未熟果） 人参
いんげん ○ブルーベリージャム

にら とろろこんぶ 冬瓜

煮干だし汁 かつおだし汁
しょうゆ みりん 塩 おろ

し生姜

クラッカージャム添え
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(火) 昼食 五穀米ご飯 軟飯 全粥 全粥

鶏の照り焼き 鶏の照り焼き 鶏つくねとかぼちゃ煮 ペースト（南瓜・人参・ブロッコリー）
南瓜のソテー かぼちゃの煮物 果物 すまし汁

果物 果物 とうがん汁
とうがん汁 とうがん汁

午後おやつ きな粉クリームサンド きな粉サンド
牛乳

02(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鮭の塩焼き 白身魚蒸し焼き 白身魚のマッシュ ペースト(白身魚・トマト・人参）

クーブイリチー 人参イリチー 人参マッシュ すまし汁
豆腐のみそ汁 豆腐のみそ汁 豆腐のみそ汁

午後おやつ アセロラゼリー りんごゼリー　（アガー）
クラッカー

牛乳
03(木) 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

野菜サラダ 野菜サラダ ポテトマッシュ ペースト(人参・トマト・じゃが)
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 あんだんすーおにぎり おじや

お茶
04(金) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

ナーベーラーンブシー 冬瓜と豆腐ンブシー 冬瓜と豆腐ンブシー ペースト(冬瓜・人参・豆腐)
もずく酢 モズク煮 胡瓜マッシュ 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 彩りクッキー ソフトクッキー

牛乳
05(土) 昼食 鶏丼 軟飯 全粥 つぶし粥

胡瓜とワカメ和え 鶏肉と野菜炒め つくねと野菜の煮物 ペースト(玉葱・人参・南瓜)
にら玉汁 胡瓜とワカメ和え 胡瓜マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁
午後おやつ 黒棒 赤ちゃんせんべい

食べるいりこ
牛乳

07(月) 昼食 あわご飯 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(玉葱・豆腐・キャベツ)

ひじき中華和え ひじき中華和え キャベツマッシュ すまし汁
スープ すまし汁 すまし汁

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

08(火) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
豚肉のケチャップソテー 豚肉のトマト煮 肉団子のトマト煮 ペースト(じゃが芋・冬瓜・トマト)

モウイのツナ和え 冬瓜煮 冬瓜やわらか煮 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 豆腐スコーン 豆腐スコーン
牛乳

09(水) 昼食 夏野菜カレー 軟飯 全粥 つぶし粥
ポテトサラダ（ツナ） ポトフ ポトフ ペースト(人参・玉葱・じゃが)

果物 ポテトサラダ ポテトマッシュ すまし汁
すまし汁 果物 果物

スープ スープ
午後おやつ あまからお芋 お芋マッシュ

牛乳
10(木) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

さんまのごま焼き 白身魚の蒸し焼き 白身魚のマッシュ ペースト(冬瓜・人参・白身魚）
ひじき炒め（大豆） ひじき炒め（大豆） 人参マッシュ すまし汁

パパイヤみそ汁 みそ汁 みそ汁
午後おやつ ハムマヨパン ジャムパン

牛乳
11(金) 昼食 焼きそば にくうどん 肉団子入りうどん つぶし粥

塩ゆで枝豆 果物 果物 ペースト(人参・ほうれん草・キャベツ)
果物 くたくたうどん汁

わかめスープ
午後おやつ しらす青菜おにぎり しらすおにぎり

お茶
12(土) 昼食 鶏野菜丼 軟飯 全粥 つぶし粥

ほうれん草煮びたし 肉団子みそ煮 肉団子みそ煮 ペースト(玉葱・豆腐・ほうれん草)
みそ汁 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 玄米フレークヨーグルト コーンフレークヨーグルト

お茶
14(月) 昼食 ビーンズタコライス 軟飯 全粥 つぶし粥

ベイクドポテト ハンバーグ 煮込みハンバーグ ペースト（トマト・人参・じゃが）
果物 ベイクドポテト ポテトマッシュ すまし汁

野菜スープ 果物 果物
野菜スープ 野菜スープ

午後おやつ レーズン蒸しパン 蒸しパン
牛乳

15(火) 昼食 五穀米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鶏の照り焼き 鶏の照り焼き 鶏つくねとかぼちゃ煮 ペースト（南瓜・人参・ブロッコリー）
南瓜のソテー かぼちゃの煮物 果物 すまし汁

果物 果物 とうがん汁
とうがん汁 とうがん汁

午後おやつ きな粉クリームサンド きな粉サンド
牛乳

16(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鮭の塩焼き 白身魚蒸し焼き 白身魚のマッシュ ペースト(白身魚・トマト・人参）

クーブイリチー 人参イリチー 人参マッシュ すまし汁
豆腐のみそ汁 豆腐のみそ汁 豆腐のみそ汁

午後おやつ アセロラゼリー りんごゼリー　（アガー）
クラッカー

牛乳

17(木) 昼食

午後おやつ 古代米煎餅と食べる炒り子 赤ちゃんせんべい
牛乳

18(金) 昼食 肉そば 肉うどん つくねと野菜の煮込みうどん つぶし粥
甘酢和え 甘酢和え 大根マッシュ ペースト(大根・人参・南瓜)

ジーマーミ豆腐 くたくた煮うどん

午後おやつ おかかごまチーズおにぎり おにぎり
お茶

19(土) 昼食 鶏丼 軟飯 全粥 つぶし粥
胡瓜とワカメ和え 鶏と野菜の炒め つくねと野菜の煮物 ペースト(玉葱・人参・南瓜)

にら玉汁 胡瓜とワカメ和え 胡瓜マッシュ すまし汁
みそ汁 みそ汁

午後おやつ 黒棒 赤ちゃんせんべい
食べるいりこ

牛乳
23(水) 昼食 夏野菜カレー 軟飯 全粥 つぶし粥

ポテトサラダ（ツナ） ポトフ ポトフ ペースト(人参・玉葱・じゃが)
果物 ポテトサラダ ポテトマッシュ すまし汁

すまし汁 果物 果物
スープ スープ

午後おやつ あまからお芋 お芋マッシュ
牛乳

24(木) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
さんまのごま焼き 白身魚の蒸し焼き 白身魚のマッシュ ペースト(冬瓜・人参・白身魚）

ひじき炒め（大豆） ひじき炒め（大豆） 人参マッシュ すまし汁
パパイヤみそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ ハムマヨパン ジャムパン
牛乳

25(金) 昼食 焼きそば 煮うどん 肉団子入りうどん つぶし粥
塩ゆで枝豆 果物 果物 ペースト(人参・ほうれん草・キャベツ)

果物 くたくたうどん汁
わかめスープ

午後おやつ しらす青菜おにぎり しらすおにぎり
お茶

26(土) 昼食 鶏野菜丼 軟飯 全粥 つぶし粥
ほうれん草煮びたし 肉団子みそ煮 肉団子みそ煮 ペースト(玉葱・豆腐・ほうれん草)

みそ汁 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 玄米フレークヨーグルト コーンフレークヨーグルト
お茶

28(月) 昼食 ビーンズタコライス 軟飯 全粥 つぶし粥
ベイクドポテト ハンバーグ 煮込みハンバーグ ペースト（トマト・人参・じゃが）

果物 ベイクドポテト ポテトマッシュ すまし汁
野菜スープ 果物 果物

野菜スープ 野菜スープ
午後おやつ レーズン蒸しパン 蒸しパン

牛乳
29(火) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鶏のみそ焼き 肉団子のみそ煮 肉団子のみそ煮 ペースト（冬瓜・人参・南瓜）
パパイヤイリチー 冬瓜と人参炒め煮 冬瓜と人参マッシュ すまし汁

すまし汁 すまし汁 すまし汁
午後おやつ クラッカーディップ添え 赤ちゃんせんべい

牛乳
30(水) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

うじら豆腐 豆腐バーグ 豆腐バーグ ペースト(白身魚・じゃが・人参)
粉ふき芋 粉ふき芋 お芋マッシュ すまし汁
みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ ココアケーキ パンケーキ
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。

おべんとう会

※21日敬老の日・2２日秋分の日でお休みです。

離 乳 食 献 立 表




