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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。

旬のうちなーむんを紹介します。

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）

世界のクリスマス
日本だけでなく世界のみんなが大好きなクリスマス！
日本ではクリスマスといえば照り焼きチキンや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、というイメージが多いと思いますが、世界には色々な
クリスマス料理があります♪今年は世界のクリスマス料理を取り入れてみてはい
かがでしょうか？

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！

管理栄養士
高良江里奈

時折り汗ばむ日もあり温度調節が難しい沖縄の冬。
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。
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！

2020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！

どれも美味しそう～😃😃

フランス
ブッシュドノエル

ドイツ
シュトーレン

イタリア
パネトーネ

アメリカ
ローストターキー

スウェーデン
ジンジャークッキー

フィンランド
ヨウルキンク

冬野菜レシピ
冬大活躍の大根！

旬の大根はみずみずしくサラダでも煮ものでも色々な料
理に使えますよね♪
「大根おろしに医者いらず」と言われるように生の大根
には消化酵素やビタミン等も含み体の働きを助けてくれ
ます。
煮物やイリチーも美味しいですが、葉に近い苦みの少
ない部分はできたらおろしたてを加熱しないで食べるの
がおすすめです。食べ方をご紹介しますので是非試し
てみてくださいね！
〇お鍋の仕上げや水炊きのタレににおろし大根
〇みそ汁のお味噌を入れた後の仕上げにおろし大根
〇さんまの横におろし大根とポン酢で油っこい魚もさっ
ぱり
〇納豆やきのこやしらす、あげなす等ののおろし和えに
〇豆腐ハンバーグにもぴったり♪しそとも相性バッチリ
葉の部分は緑黄色野菜に分類され栄養価も高いので
塩もみしてご飯と混ぜたり甘辛炒めにしてふりかけ風に
したりして捨てずに食べてくださいね！

来年は子

（ねず

み）から

丑にバト



風のうた保育園 こどもの食べるをお助け☆食育コ

指先を上手に使って
食べられるよ♪

後期食は３つのチェレンジ！

〇奥の歯ぐきでつぶしチャレンジ

〇大きな口を開けてかみとりチャレンジ

〇指先を使って手づかみチャレンジ

「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♪

本日は離乳食後期の食事について
月齢はだいたい9～11か月頃、1日3回食になりミルクやおっぱいから食事が中心になってきた頃です。
(リズムについては給食だより10月号離乳のすすめ方も見てみてくださいね)
不足分をミルクや母乳で足してあげて3食のリズム作りが生活習慣を作っていきます

この頃の口の中は上の歯と下の歯が４本ずつ生え揃ってきます
（個人差があるのでこの頃まだ上下2本なら進め方も中期食の固さを目安に）
舌やあごを前後ろ、上下だけでなく左右に動かして食べ物を口の中で噛んだり
まとめたりする事ができるようになってきます
口の中でいろいろな動きができるような食材の工夫のポイントは２つ！

１つ目は
奥のはぐきが膨らんで上下のはぐきに食べ物を乗せてかみつぶす練習の開始☆
ただし、かみつぶす動きは難しいので1ヶ月くらいかかる事もあります
1度でできないと柔らかめに戻すのではなく、毎日少しずつ出来るようになるようにチャレンジする事が大切。
注意する事は、すりつぶすことは難しいので木綿豆腐くらいの指でつぶせる固さが目安です
※歯で固い物をすりつぶす事ができるようになるのは2歳半～3歳頃になってから

そして2つ目は
前歯で噛み取りもしやすくなるので手でつかんで噛み取れるような食材のチャレンジ☆
形の工夫をして手でつかんで口へ取り込むような動きの練習をしていくと指先の動きの練習もできます
ひき肉もそぼろ状だけでなく豆腐とお団子状にしたり、野菜スティックなどメニューの幅も広がりますよ

ご飯はやわらかいごはんにステップアップしましょう
お肉の種類も鶏肉だけでなく豚肉や牛肉などの種類も試してみましょう
また、食欲がすすまない等があれば、ほんの少しの味付けも工夫のひとつ
塩やしょうゆを仕上げに少しだけ、風味付け程度に入れるだけでも味が変わり食欲が増します
3回食の食事のリズムができてきたら食材で足りないエネルギー補給のためのおやつも必要になってきます
芋類や果物などのおやつの楽しみができると食べる楽しみも倍増します

色んな食材に触れて好きな味をたくさん見つけられるといいですね♪

くわっちーさびたん♪

上下4本の前歯が
生えてくる頃です
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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/嗜好品

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

21
月

22
火

23
水

24
木

25
金

26
土

28
月

※26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。

わかめおにぎり
食べる炒り子

お茶

大掃除

(◎は11時おやつ ○は午後おやつ)材         料        名

年越し鶏そば 甘酢あえ ジーマーミ豆腐 果物
沖縄そば ○米 砂糖
きび砂糖 ゆでうどん

ジーマーミー豆腐（落花
生） 鶏もも肉 ちくわ
かまぼこ ○煮干し
絹ごし豆腐 鶏ひき肉

みかん 胡瓜 人参 万能ねぎ
にんにく 生姜
ほうれんそう

しょうゆ みりん しょうゆ
（うすくち） 酢 食塩 酒 
煮干だし汁 かつおだし汁

食材の都合により献立を変更する場合があります。

日付 献立 3時おやつ

ご飯 厚揚げカレー風味 ポテトサラダ
果物 とろろ昆布汁

米 じゃがいも
○ホットケーキ粉

マヨネーズ ○オリーブ油
○きび砂糖 おつゆ麩

○牛乳 厚揚げ 豚ひき肉
ハム ○豆乳 木綿豆腐

鶏ひき肉

バナナ 大根 人参 胡瓜
○人参 とろろこんぶ

グリンピース ○レーズン
万能ねぎ にんにく 生姜

かつおだし汁 しょうゆ 
みりん 酒 食塩 カレー粉

キャロットスコー
ン

牛乳

チーズクッキー
牛乳

あわご飯 鮭の香草焼き
南瓜サラダ みそ汁

米 ○フランスパン あわ
パン粉 オリーブ油

マヨネーズ

○牛乳 さけ 絹ごし豆腐
粉チーズ 白身魚

南瓜 トマト 小松菜
胡瓜　○いちごジャム

かつおだし汁 しょうゆ
食塩 パセリ粉

ジャムパン 
牛乳

ご飯 肉じゃが
胡瓜のゆかり和え みそ汁

じゃがいも 米 ○小麦粉
しらたき ○きび砂糖

うずまき麩 油

○牛乳 豚肉 ○バター
みそ ○粉チーズ 鶏ひき肉

ちくわ

玉葱 胡瓜 人参 わかめ
長ネギ いんげん にんにく
生姜 ほうれんそう　しそ

煮干だし汁
しょうゆ みりん

○牛乳 豚肉 ツナ
みそ 鶏ひき肉

玉葱 ブロッコリー 人参
赤パプリカ いんげん

万能ねぎ にんにく 生姜

煮干だし汁 かつおだし汁
ごまドレッシング
しょうゆ みりん
〇はちゃぐみ

はちゃぐみ
牛乳

○牛乳 鶏もも肉 みそ
○煮干し 油揚げ ○ごま

鶏ひき肉

みかん ○ごぼう 人参
ほうれんそう ブロッコリー

胡瓜 枝豆 コーン
にんにく 生姜

かつおだし汁
和風ドレッシング　塩

しょうゆ みりん
○しょうゆ

揚げごぼう
食べる炒り子

牛乳

発芽玄米ご飯 鶏肉のみそマヨ焼き
さつま芋のサラダ 果物 すまし汁

米 さつまいも 発芽米
○油 マヨネーズ

○片栗粉 ○きび砂糖

豚丼 花野菜とツナサラダ
みそ汁

米 じゃがいも
油 きび砂糖

ハムチーズサンド
牛乳

ご飯 揚げ豆腐のそぼろ煮
南瓜とコーンソテー すまし汁

米 ○小麦粉 ○黒砂糖 
うずまき麩 ○ココア

○きび砂糖 ○オリーブ油
油 きび砂糖

○牛乳 厚揚げ ○豆乳
豚ひき肉 みそ バター
絹ごし豆腐 鶏ひき肉

南瓜 大根 小松菜 人参
コーン缶 万能ねぎ

○ひじき にんにく 生姜

かつおだし汁 みりん
しょうゆ 塩

○ベーキングパウダー

ココア蒸しパン
 牛乳

麦ご飯 あじの風味焼き 納豆
ごまドレ和え みそ汁

米 ○食パン 押麦
○マヨネーズ

○牛乳 あじ 挽きわり納豆
みそ ○スライスチーズ
○ハム 油揚げ 白身魚

キャベツ ほうれんそう
トマト 人参 あおのり

煮干だし汁
ごまドレッシング

しょうゆ 塩

○牛乳 鶏もも肉 みそ
 ごま 鶏ひき肉

○バナナ 大根 白菜 人参
胡瓜 枝豆 万能ねぎ

わかめ 生姜
干し椎茸 にんにく

かつおだし汁 しょうゆ
みりん 酢 塩

バナナ
牛乳

豚肉 ○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
焼きのり にんにく 生姜

トマト

かつおだし汁 ケチャップ
しょうゆ 塩 パセリ粉

○食塩

鮭おにぎり
お茶

スパゲティーナポリタン
レタスサラダ 果物 ポテトスープ

○米 スパゲティー
じゃがいも ごま油

マカロニ

黒棒
牛乳

発芽玄米ご飯
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

米 じゃがいも ○小麦粉
発芽米 ○粉糖 油 砂糖

○牛乳 豆乳 鶏もも肉
○バター 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 にんにく 生姜

シチューミックス
しょうゆ 塩

あわご飯 鶏大根
麩とわかめの酢の物 みそ汁

米 あわ おつゆ麩
砂糖 油

アイスボックス
クッキー
牛乳

ご飯 豚肉のしょうが焼き丼
和え物 ゆし豆腐

米 油 ごま油
きび砂糖

○牛乳 ゆし豆腐
豚肉 赤みそ 鶏ひき肉

玉葱 胡瓜 キャベツ
赤ピーマン ねぎ 焼きのり
あおさ 生姜 わかめ にんに

く

かつおだし汁　黒棒
和風ドレッシング

みりん しょうゆ 酒

○牛乳 厚揚げ 豚ひき肉
ハム ○豆乳 木綿豆腐

鶏ひき肉

バナナ 大根 人参 胡瓜
○人参 とろろこんぶ

グリンピース ○レーズン
万能ねぎ にんにく 生姜

かつおだし汁 しょうゆ
みりん 酒 食塩 カレー粉

キャロットスコー
ン

牛乳

豚ひき肉 牛ひき肉
鶏ひき肉

オレンジ 玉葱 キャベツ 白菜
ホールトマト缶詰 コーン缶
トマトピューレ 人参 えのき

ねぎ にんにく ○ひじき
生姜 パセリ トマト　〇しそ

かつお・昆布だし汁
ケチャップ しょうゆ

コンソメ 食塩

しそひじきおにぎ
り

お茶

ミｰﾄスパゲティー
キャベツのコーン煮 果物 すまし汁

○米 スパゲティー
○黒米 オリーブ油
きび砂糖 マカロニ

チーズクッキー
牛乳

あわご飯 鮭の香草焼き
南瓜サラダ みそ汁

米 ○フランスパン あわ
パン粉 オリーブ油

マヨネーズ

○牛乳 さけ 絹ごし豆腐
粉チーズ 白身魚

南瓜 トマト 小松菜
胡瓜　○いちごジャム

かつおだし汁 しょうゆ 
塩 パセリ粉

ご飯 厚揚げカレー風味
ポテトサラダ 果物 とろろ昆布汁

米 じゃがいも
○ホットケーキ粉

マヨネーズ ○オリーブ油
○きび砂糖 おつゆ麩

ジャムパン
牛乳

お弁当会 ○小麦粉 ○きび砂糖
○牛乳 ○バター

○粉チーズ

○牛乳 豚肉 ツナ
みそ 鶏ひき肉

玉葱 ブロッコリー 人参 
赤パプリカ いんげん

万能ねぎ にんにく 生姜

煮干だし汁 かつおだし汁
ごまドレッシング
しょうゆ みりん
〇はちゃぐみ

はちゃぐみ
牛乳

○牛乳 鶏もも肉 みそ
○煮干 油揚げ ○ごま

鶏ひき肉

みかん ○ごぼう ほうれんそう
 ブロッコリー 胡瓜 枝豆

人参 コーン缶 にんにく 生姜

かつおだし汁
和風ドレッシング
しょうゆ みりん
○しょうゆ 塩

揚げごぼう
食べる炒り子

牛乳

発芽玄米ご飯 鶏肉のみそマヨ焼き
さつま芋のサラダ 果物 すまし汁

米 さつまいも 発芽米
○油 マヨネーズ

○片栗粉 ○きび砂糖

ハムチーズサンド
牛乳

ご飯 揚げ豆腐のそぼろ煮￥
南瓜とコーンソテー すまし汁

米 ○小麦粉 ○黒砂糖
うずまき麩 ○ココア

○きび砂糖 ○オリーブ油
油 きび砂糖

○牛乳 厚揚げ ○豆乳
豚ひき肉 みそ バター
絹ごし豆腐 鶏ひき肉

南瓜 大根 小松菜 人参
コーン缶 万能ねぎ ○ひじき

にんにく 生姜

かつおだし汁 みりん
しょうゆ 塩

○ベーキングパウダー

豚丼 花野菜とツナサラダ みそ汁
米 じゃがいも
油 きび砂糖

ココア蒸しパン
牛乳

麦ご飯 あじの風味焼き 納豆
ごまドレ和え みそ汁

米 ○食パン 押麦
○マヨネーズ

○牛乳 あじ 挽きわり納豆
みそ ○スライスチーズ
○ハム 油揚げ 白身魚

キャベツ ほうれんそう
トマト 人参 あおのり

煮干だし汁
ごまドレッシング
しょうゆ 食塩

○牛乳 鶏手羽元 牛乳
○生クリーム ○卵

○バター バター 鶏ひき肉

クリームコーン缶 小松菜
ブロッコリー 玉葱 ○みかん缶
コーン缶 ○キウイフルーツ
○いちご にんにく 生姜

みりん しょうゆ 食塩

ぐりとぐらの　　　
　おきゃくさま

ケーキ
牛乳

○牛乳 鶏もも肉
みそ ごま 鶏ひき肉

○バナナ 大根 白菜 人参
胡瓜 枝豆 万能ねぎ わかめ
生姜 干ししいたけ にんにく

かつおだし汁 しょうゆ
みりん 酢 食塩

バナナ
牛乳

あわご飯 鶏大根
麩とわかめの酢の物 みそ汁

米 あわ おつゆ麩
きび砂糖 油

鮭おにぎり
お茶

スパゲティーナポリタン
レタスサラダ 果物 ポテトスープ

○米 スパゲティー
じゃがいも ごま油

マカロニ

豚肉 ○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

焼きのり にんにく 生姜 ト
マト

かつおだし汁 ケチャップ 
しょうゆ 塩
パセリ粉 ○塩

クリスマスランチ
ご飯 骨付きチキン

ポテトフライ コーンスープ

米 じゃがいも
○ホットケーキ粉
○グラニュー糖 油
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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 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 ポテトサラダ マッシュポテト すまし汁
果物 果物 果物

とろろ昆布汁 すまし汁 すまし汁
午後おやつ キャロットスコーン キャロットスコーン

牛乳
02(水) 昼食 あわご飯 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)
南瓜サラダ 南瓜サラダ 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 ジャムパン ジャムパン
牛乳

03(木) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
肉じゃが 肉じゃが じゃが団子煮 ペースト（じゃが芋・人参・玉葱）
胡瓜の和え物 胡瓜の和え物 胡瓜マッシュ すまし汁
みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ チーズクッキー チーズクッキー
牛乳

04(金) 昼食 発芽玄米ご飯 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)
さつま芋のサラダ さつま芋のサラダ さつま芋マッシュ すまし汁

果物 すまし汁 すまし汁
すまし汁

午後おやつ 揚げごぼう おにぎり
食べる炒り子

牛乳
05(土) 昼食 豚丼 軟飯 全粥 つぶし粥

花野菜とツナサラダ 肉野菜炒め 肉団子と野菜炒め煮 ペースト（玉葱・人参・ブロッコリー）
みそ汁 花野菜サラダ ブロッコリーマッシュ 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
07(月) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

揚げ豆腐のそぼろ煮 豆腐野菜煮 豆腐野菜煮 ペースト(大根・人参・豆腐)
かぼちゃとコーンソテー 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　 すまし汁　
午後おやつ ココア蒸しパン（ひじき） ひじきパンケーキ

牛乳
08(火) 昼食 麦ご飯 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 ハムチーズサンド チーズサンド
牛乳

09(水) 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
ポテトスープ 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

10(木) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鶏大根 鶏大根 鶏団子と大根煮 ペースト（人参・大根）

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
みそ汁 みそ汁 すまし汁

午後おやつ バナナ バナナ
牛乳

11(金) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
きのこの豆乳クリームシチュー ポトフ つくね入りポトフ ペースト(人参・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

午後おやつ アイスボックスクッキー アイスボックスクッキー
牛乳

12(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・キャベツ)
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 黒棒 せんべい

牛乳
14(月) 昼食 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

キャベツのコーン煮 キャベツのコーン煮 キャベツマッシュ ペースト(トマト・玉葱・キャベツ)
果物 果物 果物 すまし汁
すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ しそひじきおにぎり おにぎり
お茶

15(火) 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 ポテトサラダ マッシュポテト すまし汁
果物 果物 果物

とろろ昆布汁 すまし汁 すまし汁
午後おやつ キャロットスコーン キャロットスコーン

牛乳
16(水) 昼食 あわご飯 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)
南瓜サラダ 南瓜サラダ かぼちゃマッシュ すまし汁

スパゲ みそ汁 みそ汁 みそ汁
午後おやつ ジャムパン ジャムパン

牛乳
17(木) 昼食 お弁当会 お弁当会

午後おやつ チーズクッキー チーズクッキー
牛乳

18(金) 昼食 発芽玄米ご飯 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)
さつま芋のサラダ さつま芋のサラダ さつま芋マッシュ すまし汁

果物 すまし汁 すまし汁
すまし汁

午後おやつ 揚げごぼう おにぎり
食べる炒り子
牛乳

19(土) 昼食 豚丼 軟飯 全粥 つぶし粥
花野菜とツナサラダ 肉野菜炒め 肉団子と野菜炒め煮 ペースト（玉葱・人参・ブロッコリー）

みそ汁 花野菜サラダ ブロッコリーマッシュ 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

21(月) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
揚げ豆腐のそぼろ煮 豆腐野菜煮 豆腐野菜煮 ペースト(大根・人参・豆腐)
かぼちゃとコーンソテー 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　 すまし汁　
午後おやつ ココア蒸しパン ひじきパンケーキ

牛乳
22(火) 昼食 麦ご飯 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 ハムチーズサンド チーズサンド
牛乳

23(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鶏大根 鶏大根 鶏団子と大根煮 ペースト（人参・大根）

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
みそ汁 みそ汁 すまし汁

午後おやつ バナナ バナナ
牛乳

24(木) 昼食 クリスマスランチ クリスマスランチ クリスマスランチ クリスマスランチ
ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
チキン 鶏野菜煮 鶏だんごと野菜煮 ペースト(トマト・じゃが・玉葱)

ポテトフライ マッシュポテト マッシュポテト すまし汁
コーンスープ コーンスープ スープ

午後おやつ ぐりとぐらのおきゃくさまケーキ クリスマスパンケーキ
牛乳

25(金) 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
ポテトスープ 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

26(土)

昼食 年越し鶏そば 年越しうどん 年越し煮込みうどん つぶし粥
甘酢あえ 和え物 胡瓜マッシュ ペースト(豆腐・ほうれん)

ジーマーミ豆腐 煮奴 煮奴 くたくたうどん
果物 果物 果物

午後おやつ わかめおにぎり 塩おにぎり
食べる炒り子
お茶

大掃除

※26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。
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
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