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発芽玄米ご飯

　

　

ムーチー（鬼餅）

１月７日に頂く七草粥は
「春の七草」と呼ばれ
早春にいち早く芽吹くこと
から邪気を払うといわれて
います。
一年の無病息災を願い 食
べていますが、祝膳で弱っ
た胃を休める為とも云われ
ています。
胃腸の調子を整え、
消化を助ける働きもあるの
で、回復にはちょうどよく、
とても理に叶った習慣です。

せり なずな

ごきょう はこべら

ほとけのざ
すずな

すずしろ

○せり‥食欲増進 解熱 ○なずな‥消炎・鎮痛・解熱・下痢止め

○すずな○すずしろ‥消化促進

○ほとけのざ・食欲促進 せき止め

○ごぎょう‥せき止め 去痰 解熱○はこべら‥歯痛 消炎

★七草の中にはアクの強いものがありますが、その苦みや

アクには体が求める有効成分がたくさん含まれているのです。

春の七草を食べよう
沖縄には他の土地にはない珍しい食べ物がたくさん☆

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ね。

うちなーむん（沖縄の食材）

方言で黄色い大根を意味する「チデークニ」とも
呼ばれる島にんじん。カロテン・ペクチンを豊富
に含み滋養食とも言われています。
中城や糸満市が主な産地。

たんかんポンカンとネーブルオレンジの自然交雑でできたタンカン。柑
橘系の中では、もっとも糖度が高く、果汁もたっぷり。
沖縄では冬の食卓や正月の飾り付けに欠かせない果物です。寒
暖差が大きいほど甘みが増すといわれ、本島北部で栽培されて

います。

車エビ 「姿の伊勢エビ、味の車えび」といわれるほど、おいし
い車えび。
甘みが強く、プリプリとした食感が楽しめます。
高タンパク質で低脂肪、身にはコレステロールを下げる
タウリンが、やわらかい殻にはカルシウムが含まれてい
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年末年始、体調など崩さず楽しく過ごせましたか？
昨年度から温度差が激しく急に寒くなり体調を崩しやすい季節です

1月7日の給食は1年の無病息災を願った七草がゆ
今年はこども達と一緒に手作りみそづくりも予定しています

食材に触れたり日本ならではの発酵食品を自分で作る体験をする事で
「もっと食べる事に興味を持ち、食べられる事に感謝する」
あたりまえだけど忘れがちな事に気づいてほしいですね♪

今年もたくさんの美味しい笑顔が見られるよう、厨房スタッフも張り切って頑張ります！

管理栄養士
高良江里奈

沖縄の行事料理のひとつ。旧暦の12月8日(今年は1月20日にあたります)に神仏に供え、それを食べる事で厄介払い、悪霊払いをします。
もちを包むのに魔除けに効果のあるサンニン(月桃)の葉(カーサ)を使うことからカーサムーチーとも呼ばれています。
月桃は強い匂いから邪気祓いに効くとされ、チカラムーチーに使われるクバは神の宿る木とされています。
サギムーチー・・こどもの健康を願い子の歳の数だけすだれ状に編んで壁や天井からつるします
チカラムーチー・・男子誕生の始めてのムーチーは特に多く作って、クバの葉で包み家の安泰を健康を祈願します。
ハチムーチー・・子どもが生まれて初めてのムーチーは親戚や友人に内祝いとして配ります。生まれたばかりの赤ちゃんを多くの人の想いで守ってもらい、健や
かに成長する事を願います。

★紅イモムーチーの作り方★15個分
《材料》もち粉300g、紅イモ粉75g、きび糖120g、水 適量、月桃の葉

《作り方》もち粉、きび糖、紅イモ粉を混ぜ、水を少しずつ加えて
耳たぶくらいの硬さになるように15分程捏ねます
(捏ねる時間が短いと粉っぽさが残ります)

月桃の葉の裏側に包み込み、20分〜30分くらい蒸します。
※図のような手順で包むとはがしやすく手にもべたつかずに食べられます。
お家で試してみてくださいね♪



「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♪

本日は離乳完了期の食事について
月齢はだいたい12ヶ月～18ヶ月頃、1日3回食のリズムができて食事からの栄養をしっかり摂る時期です
1歳を過ぎたら不足分は牛乳やフォローアップミルク、おやつ等で補います
徐々に卒乳の時期も考え始めてもいいですね

この時期の口の中は上下4本ずつの歯でしっかりと食材を噛み取り、奥の歯くぎで上下左右につぶし
舌でまとめて上手にゴックンできるようになってきます

1歳半頃は奥歯も生え始める子もいるので、虫歯にならないような歯みがきも大切です
この時期にきちんと歯ブラシが出来ないと口臭や虫歯に繋がりやすいので食べたら磨く！を習慣付けましょう。
（歯やあごの成長等個人差があります）

そして食材はほとんどの食材を食べる事ができるので、家族と同じ物を食べられる事は子どもにとってもとても嬉
しい事です。薄味で仕上げて子どもの分を取り分けてから大人の味付つけをすれば食事の準備も楽ちんです

奥のはぐきて噛みつぶす練習なので、材料は少しだけ固め（バナナくらい）にして1口大の大きさ
手だけでなく道具を使って口に運ぶ練習も少しづつ開始♪
道具は始めは上手持ち⇒下手持ち⇒鉛筆持ちにしていきましょう

そしてこの時期、ミルクから離乳食に移行するとなりやすいのが貧血です
食材の偏りで麺類など同じ物ばかり食べていたりするとタンパク質が不足しがちになる事も・・
肉・魚・豆腐や卵等を取り入れますがタンパク質が多い食材は加熱しすぎると固くなったりパサついたりしがち。
初めの一口で嫌いにならない様に、衣をつけて焼いたり加熱しすぎずに仕上げて美味しい一口に(^^♪

不足しがちなカルシウム・鉄分も煮干しの粉だしの活用やレバーのべビーフード等できる事から取り入れてみてく
ださい

次回は離乳期のおやつについて。。。

くわっちーさびたん♪

風のうた保育園 こどもの食べるをお助け☆食育コラムR3.1

鉛筆持ちうわて

上手持ち

したて

下手持ち

道具を上手に使って
食べられるよ♪
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○は午後おやつ

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
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土 成長展

発芽玄米ごはん ひき肉じゃが
小松菜と島人参の炒め みそ汁

じゃがいも 米 ○ホットケーキ
ミックス 発芽玄米 しらたき ○

きび砂糖 油 ○油

きなこせんべい 牛
乳

ごはん 豆乳クリームシチュー
彩りサラダ すまし汁

米 じゃがいも 油
○牛乳 豆乳 鶏もも肉 スキムミ

ルク　鶏ひき肉

玉葱 ブロッコリー 人参
ほうれんそう 赤ピーマン
コーン缶 えだまめ わかめ

にんにく 生姜

かつおだし汁
シチューミックスクリーム ○きなこせ
んべい ドレッシング　和風 しょうゆ

食塩

あわご飯 西京焼き
かんぴょう入り大根いりちー 麩のすまし汁

米 ○小麦粉 あわ ○きび砂糖 砂
糖 油 おつゆ麩

○牛乳 かれい 県産豚肉(ばら)
○無塩バター
みそ 鶏ひき肉

南瓜　いんげん えのきたけ
人参 切干大根 ねぎ かんぴょう

干し椎茸 ○あおのり
ほうれんそう 大根

かつおだし汁 みりん
しょうゆ 酒 食塩

あおのり
クッキー
牛乳

○牛乳 鶏ひき肉 豚ひき肉 米み
そ（甘みそ） ツナ油漬缶 油揚げ

○卵 バター

こまつな 人参 玉葱 島人参
グリンピース ねぎ

かつおだし汁
しょうゆ みりん 食塩

サンドクラッカー
牛乳

麦ご飯 マーボ豆腐
ナムル 白菜スープ

米 ○ホットケーキ粉 ○砂糖 押
麦 ごま油 きび砂糖 片栗粉

○牛乳 木綿豆腐 豚ひき肉 ○卵
○無塩バター 赤みそ ごま 鶏ひ

き肉

もやし 白菜 人参 玉葱
○バナナ 長ネギ にら ねぎ

レモン果汁 にんにく

かつおだし汁 しょうゆ
オイスターソース
中華スープ 食塩

おろし生姜

蒸しパン
牛乳

弁当会 ○砂糖 ○小麦粉

バナナケーキ
牛乳

豚肉の生姜焼き丼 胡瓜のゆかり和え
アーサ入ゆし豆腐

米 油
○牛乳 ゆし豆腐 豚肉
○クリームチーズ みそ
絹ごし豆腐 鶏ひき肉

胡瓜 玉葱 レタス
○ブルーベリージャム ねぎ

生姜 あおさ にんにく
ほうれんそう

かつおだし汁 みりん
しょうゆ 酒

肉そば 甘酢和え 果物 沖縄そば ○米 砂糖 きび砂糖 ゆ
でうどん

豚骨 豚肉　鶏ガラ
○ツナ 鶏ひき肉

みかん 大根 胡瓜 ○人参 ねぎ
○よもぎ ○ひじき わかめ
長ネギ 人参 玉葱 南瓜

○しょうゆ 酢 みりん
しょうゆ

塩
酒 かつおだし汁

フーチバージュー
シーおにぎり

お茶

○牛乳 ○生クリーム
○クリームチーズ ○卵

○レモン果汁
チーズケーキ

牛乳

芋けんぴ
牛乳

あわご飯 白身魚ムニエル
カレー風味ソテー パンプキンスープ

○さつまいも 米 ○白玉粉 ○黒
砂糖 ○きび砂糖 ○上新粉 あわ

小麦粉 油 オリーブ油

メルルーサ 豆乳
ベーコン 無塩バター

スキムミルク

キャベツ 南瓜 トマト 玉葱
人参 ピーマン パセリ

かつおだし汁 しょうゆ
食塩 塩　カレー粉

○食塩

親子丼 白菜のお浸し みそ汁 米 ○さつまいも

ムーチー
芋もち
お茶

五穀のカレーライス シーザーサラダ
果物 すまし汁

○さつまいも 米
じゃがいも ○きび糖

五穀米 ○油

○牛乳 鶏もも肉 ハム
牛乳 鶏ひき肉

オレンジ 玉葱 レタス 人参
小松菜 しめじ コーン缶 胡瓜
グリンピース にんにく 生姜

かつおだし汁
カレールウ しょうゆ 食塩

麦ご飯 鶏そぼろと野菜のみそ炒め
じゃがべー すまし汁

米 じゃがいも
○ホットケーキ粉 押麦

油 砂糖

○牛乳 鶏ひき肉 木綿豆腐
○絹ごし豆腐 ○バター

ベーコン みそ

キャベツ 人参 玉葱 椎茸
えのきたけ ピーマン、ニラ

○ブルーベリージャム ピーマン
にら ねぎ にんにく 生姜

かつおだし汁
しょうゆ 酒 食塩

豆腐とジャムの
スコーン
牛乳

○牛乳 卵 鶏もも肉
絹ごし豆腐 みそ 油揚げ

かつお節 鶏ひき肉

はくさい 玉葱 人参 ねぎ
とろろこんぶ にんにく 生姜

かつおだし汁 しょうゆ
みりん しょうゆ

おかかチーズ
おにぎり
お茶

ごはん 豆乳クリームシチュー
彩りサラダ すまし汁

米 じゃがいも 油
○牛乳 豆乳 鶏もも肉
スキムミルク 鶏ひき肉

玉葱 ブロッコリー 人参
ほうれんそう 赤ピーマン

コーン缶 えだまめ
カットわかめ にんにく 生姜

かつおだし汁
シチューミックスクリーム

○きなこせんべい　ドレッシング　食
塩　しょうゆ

蒸かし芋
牛乳

あわご飯 西京焼き
かんぴょう入り大根いりちー

麩のすまし汁

米 ○小麦粉 あわ
○きび砂糖 きび糖

油 おつゆ麩

きなこせんべい
牛乳

ﾐｰﾄスパゲティー サラダ
果物 すまし汁

○米 スパゲティー
マヨネーズ オリーブ油

きび糖 マカロニ

豚ひき肉 牛ひき肉
粉チーズ 豚レバー

○とろけるチーズ ○かつお節 鶏
ひき肉

バナナ 玉葱 キャベツ ホールト
マト缶詰 人参 レタス トマト

ピューレ コーン缶 パセリ にん
にく

煮干だし汁 ケチャップ
○しょうゆ コンソメ

食塩 パセリ粉

○牛乳 白身魚 豚肉 ○無塩バ
ター 米みそ（淡色辛みそ） 鶏ひ

き肉

南瓜 いんげん えのきたけ 人参 切り干
し大根 ねぎ

かんぴょう（乾） 干し椎茸
○あおのり ほうれんそう 大根

かつおだし汁 みりん
しょうゆ 酒 食塩

あおのり
クッキー
牛乳

かつおだし汁 しょうゆ
みりん 食塩

蒸しパン
牛乳

りんごの
コンポート

小麦胚芽クラ
カー 牛乳

ご飯 酢鶏 春雨チャプチェ
すまし汁

米 ○強力粉 ○黒砂糖
春雨 砂糖 片栗粉 油 ごま油

○牛乳 鶏もも肉
ハム 鶏ひき肉

玉葱 チンゲンサイ 人参
ピーマン にら 干し椎茸

にんにく 生姜 ほうれんそう

煮干だし汁 しょうゆ 酢
酒 ○じゅうそう 食塩

椎茸だし汁

アガラサー
牛乳

発芽玄米ごはん ひき肉じゃが
小松菜と島人参の炒め みそ汁

じゃがいも 米 白滝
○ホットケーキミックス

発芽玄米 ○きび砂糖 油 ○油

○牛乳 鶏ひき肉 豚ひき肉
みそ ツナ 油揚げ ○卵

バター

小松菜 人参 玉葱 島人参
グリンピース ねぎ

卵サンド
牛乳

サンドクラッカー
牛乳

豚肉の生姜焼き丼 胡瓜のゆかり和え
アーサ入ゆし豆腐

米 油
クラッカー（小麦粉）

○牛乳 ゆし豆腐 豚肉
○クリームチーズ みそ
絹ごし豆腐 鶏ひき肉

かつおだし汁 カレールウ
しょうゆ 塩

シーザードレッシング

芋けんぴ
牛乳

あわご飯 白身魚ムニエル
カレー風味ソテー パンプキンスープ

3時おやつ

麦ご飯 鶏そぼろと野菜のみそ炒め
じゃがべー すまし汁

米 じゃがいも
○ホットケーキ粉 押麦

油 きび糖

○牛乳 鶏ひき肉 ○絹ごし豆腐
○バター ベーコン みそ

キャベツ 人参 玉葱 椎茸
えのきたけ ピーマン　生姜
○ブルーベリージャム　にら

ねぎ にんにく 生姜
ほうれんそう

かつおだし汁 しょうゆ
酒 食塩

豆腐とジャムの
スコーン
牛乳

かつおだし汁 しょうゆ
食塩 カレー粉 ○塩

胡瓜 玉葱 レタス ねぎ
○ブルーベリージャム ねぎ

生姜 あおさ にんにく
ほうれんそう　しそ

かつおだし汁
みりん しょうゆ 酒

材         料        名

おかかチーズ
おにぎり
お茶

ﾐｰﾄスパゲティー サラダ
果物 すまし汁

※1１日は成人の日でお休みです。
食材の都合により献立を変更する場合があります。

○米 スパゲティー マヨネーズ
オリーブ油 砂糖 マカロニ

豚ひき肉 牛ひき肉 粉チーズ 豚
レバー ○とろけるチーズ ○かつ

お節 鶏ひき肉

バナナ 玉葱 キャベツ
ホールトマト缶詰 人参
レタス トマトピューレ

コーン缶 パセリ にんにく

煮干だし汁 ケチャップ
○しょうゆ コンソメ 食塩 パセ

リ粉

日付 献立

○牛乳 ○ヨーグルト(無糖)
鶏もも肉 豚肉 みそ
絹ごし豆腐 鶏ひき肉

○りんご 人参 ほうれんそう
大根 ごぼう 七草 こんぶ

切り干し大根 にんにく 生姜

かつお・昆布だし汁
○小麦胚芽のクラッカー
しょうゆ みりん 食塩

キャベツ 南瓜 トマト
玉葱 人参 ピーマン
○パセリ パセリ

米 ○食パン あわ
○マヨネーズ 小麦粉

油 オリーブ油

○牛乳 メルルーサ 豆乳
○卵 ベーコン

無塩バター スキムミルク

七草粥 クーブイリチー
具だくさん汁

米 こんにゃく ○きび糖 油
きび砂糖

五穀のカレーライス シーザーサラダ
果物 すまし汁

○さつまいも 米
じゃがいも ○きび糖

五穀米 ○油

○牛乳 鶏もも肉 ハム 牛乳 鶏ひ
き肉

オレンジ 玉葱 レタス 人参
小松菜 しめじ コーン缶

胡瓜 グリンピース
にんにく 生姜
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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

04(月) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鶏そぼろと野菜のみそ炒め つくねと野菜みそ煮 つくねと野菜みそ煮 ペースト(人参・キャベツ・じゃが)

じゃがべー じゃが煮 じゃが煮 すまし汁
すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ 豆腐とジャムのスコーン 豆腐とジャムのスコーン
牛乳

05(火) 昼食 五穀のカレーライス 軟飯 全粥 つぶし粥
シーザーサラダ ポトフ 肉団子ポトフ ペースト(玉葱・じゃが芋・人参)

果物 レタスサラダ サラダマッシュ すまし汁
すまし汁 果物 果物

すまし汁 すまし汁
午後おやつ 芋けんぴ お芋マッシュ

牛乳
06(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

白身魚ムニエル 魚の蒸し煮 魚のマッシュ ペースト(白身魚・トマト・キャベツ)
カレー風味ソテー キャベツ炒め煮 キャベツマッシュ パンプキンスープ
パンプキンスープ パンプキンスープ パンプキンスープ

午後おやつ 卵サンド ジャムパン
牛乳

07(木) 昼食 七草粥 ほうれん草の粥 ほうれん草の粥 つぶし粥
クーブイリチー 大根炒め煮 大根つくね煮マッシュ ペースト(大根・人参・ほうれん草)
具だくさん汁 具だくさん汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ りんごのコンポート りんごのコンポート
小麦胚芽クラッカー

牛乳
08(金) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

酢鶏 野菜とつくね煮 野菜とつくね煮 ペースト(南瓜・人参・玉葱)
春雨チャプチェ 春雨チャプチェ すまし汁 すまし汁

すまし汁 すまし汁
午後おやつ アガラサー 蒸しパン

牛乳
09(土) 昼食 豚肉のしょうが焼き丼 軟飯 全粥 つぶし粥

きゅうりのゆかり和え 肉野菜炒め 肉団子と野菜炒め ペースト(玉葱・ほうれん草)
アーサ入ゆし豆腐 きゅうりの和え物 きゅうりマッシュ 豆腐すまし汁

アーサと豆腐のすまし汁 豆腐のすまし汁
午後おやつ サンドクラッカー サンドクラッカー

牛乳
12(火) 昼食 発芽玄米ごはん 軟飯 全粥 つぶし粥

ひき肉じゃが 肉だんごとじゃが煮 肉だんごとじゃが煮 ペースト(じゃが・人参・小松菜)
小松菜と島人参の炒め 小松菜炒め 小松菜マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁
午後おやつ 蒸しパン 蒸しパン（離乳）

牛乳
13(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

西京焼き 魚味噌焼き 魚マッシュ ペースト(魚・大根・人参)
かんぴょう入り大根いりちー 大根いりちー 大根マッシュ 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 あおのりクッキー クッキー

牛乳
14(木) 昼食 ごはん 軟飯 全粥 つぶし粥

豆乳クリームシチュー ミルクポトフ ポトフ ペースト(じゃが・人参・ブロ)
彩りサラダ 彩りサラダ 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 きなこせんべい 赤ちゃんせんべい
牛乳

15(金) 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(玉葱・人参・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 おかかチーズおにぎり おにぎり

お茶
16(土) 昼食 親子丼 軟飯 全粥 つぶし粥

白菜のお浸し 鶏野菜煮 鶏団子野菜煮 ペースト(白菜・人参・玉葱)
みそ汁 白菜のお浸し 白菜マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁
午後おやつ 蒸かし芋 蒸かし芋マッシュ

牛乳 牛乳
18(月) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鶏そぼろと野菜のみそ炒め つくねと野菜みそ煮 つくねと野菜みそ煮 ペースト(人参・キャベツ・じゃが)
じゃがべー じゃが煮 じゃが煮 すまし汁
すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ 豆腐とジャムのスコーン 豆腐とジャムのスコーン
牛乳

19(火) 昼食 五穀のカレーライス 軟飯 全粥 つぶし粥
シーザーサラダ ポトフ 肉団子ポトフ ペースト(玉葱・じゃが芋・人参)

果物 レタスサラダ サラダマッシュ すまし汁
すまし汁 果物 果物

すまし汁 すまし汁
午後おやつ 芋けんぴ お芋マッシュ

牛乳
20(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

白身魚ムニエル 魚の蒸し煮 魚のマッシュ ペースト(白身魚・トマト・キャベツ)
カレー風味ソテー キャベツ炒め煮 キャベツマッシュ パンプキンスープ
パンプキンスープ パンプキンスープ パンプキンスープ

午後おやつ ムーチー せんべい
芋もち
お茶

21(木) 昼食

午後おやつ チーズケーキ チーズパンケーキ
牛乳

22(金) 昼食 肉そば 肉うどん 肉うどん くたくたうどん
甘酢和え 甘酢和え 野菜マッシュ ペースト(大根・人参・南瓜)

果物 果物 果物 すまし汁
午後おやつ フーチバージューシーおにぎり ジューシーおにぎり

お茶
23(土) 昼食 豚肉のしょうが焼き丼 軟飯 全粥 つぶし粥

きゅうりのゆかり和え 肉野菜炒め 肉団子と野菜炒め ペースト(玉葱・ほうれん草)
アーサ入ゆし豆腐 きゅうりの和え物 きゅうりマッシュ 豆腐すまし汁

アーサと豆腐のすまし汁 豆腐のすまし汁
午後おやつ サンドクラッカー サンドクラッカー

牛乳
25(月) 昼食 麦ご飯 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（豆腐・玉葱・人参)
ナムル 野菜和え 野菜マッシュ すまし汁

白菜スープ 白菜スープ すまし汁
午後おやつ バナナケーキ バナナケーキ

牛乳
26(火) 昼食 発芽玄米ごはん 軟飯 全粥 つぶし粥

ひき肉じゃが 肉だんごとじゃが煮 肉だんごとじゃが煮 ペースト(じゃが・人参・小松菜)
小松菜と島人参の炒め 小松菜炒め 小松菜マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁
午後おやつ 蒸しパン 蒸しパン（離乳）

牛乳
27(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

西京焼き 魚味噌焼き 魚マッシュ ペースト(魚・大根・人参)
かんぴょう入り大根いりちー 大根いりちー 大根マッシュ 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 あおのりクッキー クッキー

牛乳
28(木) 昼食 ごはん 軟飯 全粥 つぶし粥

豆乳クリームシチュー ミルクポトフ ポトフ ペースト(じゃが・人参・ブロ)
彩りサラダ 彩りサラダ 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 きなこせんべい 赤ちゃんせんべい
牛乳

29(金) 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(玉葱・人参・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 おかかチーズおにぎり おにぎり

お茶

30（土）

離 乳 食 献立表

弁当会

成長展

※11日は成人の日でお休みです。
離乳食は個々の発達・体調に合わせて調整しています。

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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幼児献立表

		2021.1



		日付 ヒヅケ		献立 コンダテ		材         料        名								3時おやつ ジ

												○は午後おやつ

						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 チョウミリョウ

		04		麦ご飯 鶏そぼろと野菜のみそ炒め
じゃがべー すまし汁		米 じゃがいも
○ホットケーキ粉 押麦
油 きび糖		○牛乳 鶏ひき肉 ○絹ごし豆腐 ○バター ベーコン みそ		キャベツ 人参 玉葱 椎茸
えのきたけ ピーマン　生姜
○ブルーベリージャム　にら
ねぎ にんにく 生姜
ほうれんそう ショウガ		かつおだし汁 しょうゆ
酒 食塩		豆腐とジャムの
スコーン
牛乳

		月





		05		五穀のカレーライス シーザーサラダ
果物 すまし汁		○さつまいも 米
じゃがいも ○きび糖
五穀米 ○油		○牛乳 鶏もも肉 ハム 牛乳 鶏ひき肉		オレンジ 玉葱 レタス 人参
小松菜 しめじ コーン缶
胡瓜 グリンピース
にんにく 生姜 コマツナ		かつおだし汁 カレールウ
しょうゆ 塩
シーザードレッシング		芋けんぴ
牛乳

		火





		06		あわご飯 白身魚ムニエル
カレー風味ソテー パンプキンスープ		米 ○食パン あわ
○マヨネーズ 小麦粉
油 オリーブ油		○牛乳 メルルーサ 豆乳
○卵 ベーコン
無塩バター スキムミルク		キャベツ 南瓜 トマト
玉葱 人参 ピーマン
○パセリ パセリ		かつおだし汁 しょうゆ
食塩 カレー粉 ○塩		卵サンド
牛乳

		水





		07		七草粥 クーブイリチー
具だくさん汁		米 こんにゃく ○きび糖 油
きび砂糖		○牛乳 ○ヨーグルト(無糖)
鶏もも肉 豚肉 みそ
絹ごし豆腐 鶏ひき肉		○りんご 人参 ほうれんそう
大根 ごぼう 七草 こんぶ
切り干し大根 にんにく 生姜		かつお・昆布だし汁
○小麦胚芽のクラッカー
しょうゆ みりん 食塩		りんごの
コンポート
小麦胚芽クラ
カー 牛乳

		木





		08		ご飯 酢鶏 春雨チャプチェ
すまし汁		米 ○強力粉 ○黒砂糖
春雨 砂糖 片栗粉 油 ごま油 ハルサメ		○牛乳 鶏もも肉
ハム 鶏ひき肉		玉葱 チンゲンサイ 人参
ピーマン にら 干し椎茸
にんにく 生姜 ほうれんそう		煮干だし汁 しょうゆ 酢
酒 ○じゅうそう 食塩
椎茸だし汁		アガラサー
牛乳

		金





		09		豚肉の生姜焼き丼 胡瓜のゆかり和え
アーサ入ゆし豆腐		米 油
クラッカー（小麦粉） コムギコ		○牛乳 ゆし豆腐 豚肉
○クリームチーズ みそ
絹ごし豆腐 鶏ひき肉		胡瓜 玉葱 レタス ねぎ
○ブルーベリージャム ねぎ
生姜 あおさ にんにく
ほうれんそう　しそ		かつおだし汁
みりん しょうゆ 酒		サンドクラッカー
牛乳

		土





		12		発芽玄米ごはん ひき肉じゃが
小松菜と島人参の炒め みそ汁		じゃがいも 米 白滝
○ホットケーキミックス
発芽玄米 ○きび砂糖 油 ○油 シラタキ		○牛乳 鶏ひき肉 豚ひき肉
みそ ツナ 油揚げ ○卵
バター		小松菜 人参 玉葱 島人参
グリンピース ねぎ コマツナ		かつおだし汁 しょうゆ
みりん 食塩		蒸しパン
牛乳

		火





		13		あわご飯 西京焼き
かんぴょう入り大根いりちー
麩のすまし汁		米 ○小麦粉 あわ
○きび砂糖 きび糖
油 おつゆ麩		○牛乳 白身魚 豚肉 ○無塩バター 米みそ（淡色辛みそ） 鶏ひき肉 シロミ サカナ		南瓜 いんげん えのきたけ 人参 切り干し大根 ねぎ
かんぴょう（乾） 干し椎茸
○あおのり ほうれんそう 大根		かつおだし汁 みりん
しょうゆ 酒 食塩		あおのり
クッキー
牛乳

		水





		14		ごはん 豆乳クリームシチュー
彩りサラダ すまし汁		米 じゃがいも 油		○牛乳 豆乳 鶏もも肉
スキムミルク 鶏ひき肉		玉葱 ブロッコリー 人参
ほうれんそう 赤ピーマン
コーン缶 えだまめ
カットわかめ にんにく 生姜		かつおだし汁
シチューミックスクリーム
○きなこせんべい　ドレッシング　食塩　しょうゆ		きなこせんべい
牛乳

		木





		15		ﾐｰﾄスパゲティー サラダ
果物 すまし汁		○米 スパゲティー
マヨネーズ オリーブ油
きび糖 マカロニ		豚ひき肉 牛ひき肉
粉チーズ 豚レバー
○とろけるチーズ ○かつお節 鶏ひき肉		バナナ 玉葱 キャベツ ホールトマト缶詰 人参 レタス トマトピューレ コーン缶 パセリ にんにく		煮干だし汁 ケチャップ
○しょうゆ コンソメ
食塩 パセリ粉		おかかチーズ
おにぎり
お茶

		金





		16		親子丼 白菜のお浸し みそ汁		米 ○さつまいも		○牛乳 卵 鶏もも肉
絹ごし豆腐 みそ 油揚げ
かつお節 鶏ひき肉		はくさい 玉葱 人参 ねぎ
とろろこんぶ にんにく 生姜		かつおだし汁 しょうゆ
みりん しょうゆ		蒸かし芋
牛乳

		土





		18		麦ご飯 鶏そぼろと野菜のみそ炒め
じゃがべー すまし汁		米 じゃがいも
○ホットケーキ粉 押麦
油 砂糖		○牛乳 鶏ひき肉 木綿豆腐
○絹ごし豆腐 ○バター
ベーコン みそ		キャベツ 人参 玉葱 椎茸
えのきたけ ピーマン、ニラ
○ブルーベリージャム ピーマン にら ねぎ にんにく 生姜		かつおだし汁
しょうゆ 酒 食塩		豆腐とジャムの
スコーン
牛乳

		月





		19		五穀のカレーライス シーザーサラダ
果物 すまし汁		○さつまいも 米
じゃがいも ○きび糖
五穀米 ○油		○牛乳 鶏もも肉 ハム
牛乳 鶏ひき肉		オレンジ 玉葱 レタス 人参
小松菜 しめじ コーン缶 胡瓜
グリンピース にんにく 生姜 コマツナ		かつおだし汁
カレールウ しょうゆ 食塩		芋けんぴ
牛乳

		火





		20		あわご飯 白身魚ムニエル
カレー風味ソテー パンプキンスープ		○さつまいも 米 ○白玉粉 ○黒砂糖 ○きび砂糖 ○上新粉 あわ 小麦粉 油 オリーブ油		メルルーサ 豆乳
ベーコン 無塩バター
スキムミルク		キャベツ 南瓜 トマト 玉葱
人参 ピーマン パセリ		かつおだし汁 しょうゆ
食塩 塩　カレー粉
○食塩		ムーチー
芋もち
お茶

		水





		21		弁当会		○砂糖 ○小麦粉		○牛乳 ○生クリーム
○クリームチーズ ○卵		○レモン果汁				チーズケーキ
牛乳

		木





		22		肉そば 甘酢和え 果物		沖縄そば ○米 砂糖 きび砂糖 ゆでうどん		豚骨 豚肉　鶏ガラ
○ツナ 鶏ひき肉 トリ		みかん 大根 胡瓜 ○人参 ねぎ
○よもぎ ○ひじき わかめ
長ネギ 人参 玉葱 南瓜		○しょうゆ 酢 みりん
しょうゆ
塩 
酒 かつおだし汁		フーチバージューシーおにぎり
お茶

		金





		23		豚肉の生姜焼き丼 胡瓜のゆかり和え
アーサ入ゆし豆腐		米 油		○牛乳 ゆし豆腐 豚肉
○クリームチーズ みそ
絹ごし豆腐 鶏ひき肉		胡瓜 玉葱 レタス
○ブルーベリージャム ねぎ
生姜 あおさ にんにく
ほうれんそう		かつおだし汁 みりん
しょうゆ 酒		サンドクラッカー
牛乳

		土





		25		麦ご飯 マーボ豆腐
ナムル 白菜スープ		米 ○ホットケーキ粉 ○砂糖 押麦 ごま油 きび砂糖 片栗粉		○牛乳 木綿豆腐 豚ひき肉 ○卵 ○無塩バター 赤みそ ごま 鶏ひき肉		もやし 白菜 人参 玉葱
○バナナ 長ネギ にら ねぎ
レモン果汁 にんにく ハクサイ		かつおだし汁 しょうゆ
オイスターソース
中華スープ 食塩
おろし生姜		バナナケーキ
牛乳

		月





		26		発芽玄米ごはん ひき肉じゃが
小松菜と島人参の炒め みそ汁		じゃがいも 米 ○ホットケーキミックス 発芽玄米 しらたき ○きび砂糖 油 ○油		○牛乳 鶏ひき肉 豚ひき肉 米みそ（甘みそ） ツナ油漬缶 油揚げ ○卵 バター		こまつな 人参 玉葱 島人参
グリンピース ねぎ		かつおだし汁
しょうゆ みりん 食塩		蒸しパン
牛乳

		火





		27		あわご飯 西京焼き
かんぴょう入り大根いりちー 麩のすまし汁		米 ○小麦粉 あわ ○きび砂糖 砂糖 油 おつゆ麩		○牛乳 かれい 県産豚肉(ばら) ○無塩バター
みそ 鶏ひき肉		南瓜　いんげん えのきたけ
人参 切干大根 ねぎ かんぴょう
干し椎茸 ○あおのり
ほうれんそう 大根		かつおだし汁 みりん
しょうゆ 酒 食塩		あおのり
クッキー
牛乳

		水





		28		ごはん 豆乳クリームシチュー
彩りサラダ すまし汁		米 じゃがいも 油		○牛乳 豆乳 鶏もも肉 スキムミルク　鶏ひき肉		玉葱 ブロッコリー 人参
ほうれんそう 赤ピーマン
コーン缶 えだまめ わかめ
にんにく 生姜		かつおだし汁
シチューミックスクリーム ○きなこせんべい ドレッシング　和風 しょうゆ 食塩		きなこせんべい 牛乳

		木





		29		ﾐｰﾄスパゲティー サラダ
果物 すまし汁		○米 スパゲティー マヨネーズ オリーブ油 砂糖 マカロニ		豚ひき肉 牛ひき肉 粉チーズ 豚レバー ○とろけるチーズ ○かつお節 鶏ひき肉		バナナ 玉葱 キャベツ
ホールトマト缶詰 人参
レタス トマトピューレ
コーン缶 パセリ にんにく		煮干だし汁 ケチャップ
○しょうゆ コンソメ 食塩 パセリ粉		おかかチーズ
おにぎり
お茶

		金





		30		成長展 セイチョウテン

		土



		※1１日は成人の日でお休みです。 ニチ セイジン ヒ ヤス

		食材の都合により献立を変更する場合があります。 ショクザイ ツゴウ コンダテ ヘンコウ バアイ





















































































































































幼 児 献 立 表



離乳献立表

		2021.3				離 乳 食 献立表 リ ニュウ ショク コンダテ ヒョウ

		日付 ヒヅケ		時間帯 ジカンタイ		完了期		離乳食　後期		離乳食　中期		離乳食　初期

		04(月)		昼食		麦ご飯		軟飯		全粥		つぶし粥

						鶏そぼろと野菜のみそ炒め		つくねと野菜みそ煮		つくねと野菜みそ煮		ペースト(人参・キャベツ・じゃが)

						じゃがべー		じゃが煮		じゃが煮		すまし汁

						すまし汁		すまし汁		すまし汁

				午後おやつ		豆腐とジャムのスコーン		豆腐とジャムのスコーン

						牛乳

		05(火)		昼食		五穀のカレーライス		軟飯		全粥		つぶし粥

						シーザーサラダ		ポトフ		肉団子ポトフ		ペースト(玉葱・じゃが芋・人参)

						果物		レタスサラダ		サラダマッシュ		すまし汁

						すまし汁		果物		果物

								すまし汁		すまし汁

				午後おやつ		芋けんぴ		お芋マッシュ

						牛乳

		06(水)		昼食		あわご飯		軟飯		全粥		つぶし粥

						白身魚ムニエル		魚の蒸し煮		魚のマッシュ		ペースト(白身魚・トマト・キャベツ)

						カレー風味ソテー		キャベツ炒め煮		キャベツマッシュ		パンプキンスープ

						パンプキンスープ		パンプキンスープ		パンプキンスープ

				午後おやつ		卵サンド		ジャムパン

						牛乳

		07(木)		昼食		七草粥		ほうれん草の粥		ほうれん草の粥		つぶし粥

						クーブイリチー		大根炒め煮		大根つくね煮マッシュ		ペースト(大根・人参・ほうれん草)

						具だくさん汁		具だくさん汁		すまし汁		すまし汁

				午後おやつ		りんごのコンポート		りんごのコンポート

						小麦胚芽クラッカー

						牛乳

		08(金)		昼食		ご飯		軟飯		全粥		つぶし粥

						酢鶏		野菜とつくね煮		野菜とつくね煮		ペースト(南瓜・人参・玉葱)

						春雨チャプチェ		春雨チャプチェ		すまし汁		すまし汁

						すまし汁		すまし汁

				午後おやつ		アガラサー		蒸しパン

						牛乳

		09(土)		昼食		豚肉のしょうが焼き丼		軟飯		全粥		つぶし粥

						きゅうりのゆかり和え		肉野菜炒め		肉団子と野菜炒め		ペースト(玉葱・ほうれん草)

						アーサ入ゆし豆腐		きゅうりの和え物		きゅうりマッシュ		豆腐すまし汁

								アーサと豆腐のすまし汁		豆腐のすまし汁

				午後おやつ		サンドクラッカー		サンドクラッカー

						牛乳

		12(火)		昼食		発芽玄米ごはん		軟飯		全粥		つぶし粥

						ひき肉じゃが		肉だんごとじゃが煮		肉だんごとじゃが煮		ペースト(じゃが・人参・小松菜)

						小松菜と島人参の炒め		小松菜炒め		小松菜マッシュ		すまし汁

						みそ汁		みそ汁		みそ汁

				午後おやつ		蒸しパン		蒸しパン（離乳）

						牛乳

		13(水)		昼食		あわご飯		軟飯		全粥		つぶし粥

						西京焼き		魚味噌焼き		魚マッシュ		ペースト(魚・大根・人参)

						かんぴょう入り大根いりちー		大根いりちー		大根マッシュ		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		あおのりクッキー		クッキー

						牛乳

		14(木)		昼食		ごはん		軟飯		全粥		つぶし粥

						豆乳クリームシチュー		ミルクポトフ		ポトフ		ペースト(じゃが・人参・ブロ)

						彩りサラダ		彩りサラダ		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		きなこせんべい		赤ちゃんせんべい

						牛乳

		15(金)		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(玉葱・人参・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		おかかチーズおにぎり		おにぎり

						お茶

		16(土)		昼食		親子丼		軟飯		全粥		つぶし粥

						白菜のお浸し		鶏野菜煮		鶏団子野菜煮		ペースト(白菜・人参・玉葱)

						みそ汁		白菜のお浸し		白菜マッシュ		すまし汁

								みそ汁		みそ汁

				午後おやつ		蒸かし芋		蒸かし芋マッシュ

						牛乳		牛乳

		18(月)		昼食		麦ご飯		軟飯		全粥		つぶし粥

						鶏そぼろと野菜のみそ炒め		つくねと野菜みそ煮		つくねと野菜みそ煮		ペースト(人参・キャベツ・じゃが)

						じゃがべー		じゃが煮		じゃが煮		すまし汁

						すまし汁		すまし汁		すまし汁

				午後おやつ		豆腐とジャムのスコーン		豆腐とジャムのスコーン

						牛乳

		19(火)		昼食		五穀のカレーライス		軟飯		全粥		つぶし粥

						シーザーサラダ		ポトフ		肉団子ポトフ		ペースト(玉葱・じゃが芋・人参)

						果物		レタスサラダ		サラダマッシュ		すまし汁

						すまし汁		果物		果物

								すまし汁		すまし汁

				午後おやつ		芋けんぴ		お芋マッシュ

						牛乳

		20(水)		昼食		あわご飯		軟飯		全粥		つぶし粥

						白身魚ムニエル		魚の蒸し煮		魚のマッシュ		ペースト(白身魚・トマト・キャベツ)

						カレー風味ソテー		キャベツ炒め煮		キャベツマッシュ		パンプキンスープ

						パンプキンスープ		パンプキンスープ		パンプキンスープ

				午後おやつ		ムーチー		せんべい

						芋もち

						お茶

		21(木)		昼食		弁当会

				午後おやつ		チーズケーキ		チーズパンケーキ

						牛乳

		22(金)		昼食		肉そば		肉うどん		肉うどん		くたくたうどん

						甘酢和え		甘酢和え		野菜マッシュ		ペースト(大根・人参・南瓜)

						果物		果物		果物		すまし汁

				午後おやつ		フーチバージューシーおにぎり		ジューシーおにぎり

						お茶

		23(土)		昼食		豚肉のしょうが焼き丼		軟飯		全粥		つぶし粥

						きゅうりのゆかり和え		肉野菜炒め		肉団子と野菜炒め		ペースト(玉葱・ほうれん草)

						アーサ入ゆし豆腐		きゅうりの和え物		きゅうりマッシュ		豆腐すまし汁

								アーサと豆腐のすまし汁		豆腐のすまし汁

				午後おやつ		サンドクラッカー		サンドクラッカー

						牛乳

		25(月)		昼食		麦ご飯		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（豆腐・玉葱・人参)

						ナムル		野菜和え		野菜マッシュ		すまし汁

						白菜スープ		白菜スープ		すまし汁

				午後おやつ		バナナケーキ		バナナケーキ

						牛乳

		26(火)		昼食		発芽玄米ごはん		軟飯		全粥		つぶし粥

						ひき肉じゃが		肉だんごとじゃが煮		肉だんごとじゃが煮		ペースト(じゃが・人参・小松菜)

						小松菜と島人参の炒め		小松菜炒め		小松菜マッシュ		すまし汁

						みそ汁		みそ汁		みそ汁

				午後おやつ		蒸しパン		蒸しパン（離乳）

						牛乳

		27(水)		昼食		あわご飯		軟飯		全粥		つぶし粥

						西京焼き		魚味噌焼き		魚マッシュ		ペースト(魚・大根・人参)

						かんぴょう入り大根いりちー		大根いりちー		大根マッシュ		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		あおのりクッキー		クッキー

						牛乳

		28(木)		昼食		ごはん		軟飯		全粥		つぶし粥

						豆乳クリームシチュー		ミルクポトフ		ポトフ		ペースト(じゃが・人参・ブロ)

						彩りサラダ		彩りサラダ		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		きなこせんべい		赤ちゃんせんべい

						牛乳

		29(金)		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(玉葱・人参・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		おかかチーズおにぎり		おにぎり

						お茶

		30（土） ド		成長展 セイチョウテン

		※11日は成人の日でお休みです。
離乳食は個々の発達・体調に合わせて調整しています。


		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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給食便り 
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						発芽玄米ご飯

						　



































																		　







														　　

																　　　　　　　　　　　　　　　		　

																		　　

																		　

																		　　

																		　　

																		　　



給食だより

１月７日に頂く七草粥は「春の七草」と呼ばれる七種類の若葉を入れたお粥を食べて、一年の無病息災を願います。七草には、冬に不足しがちなビタミンやミネラルが含まれ、それぞれに胃腸の調子を整えたり、消化を助ける働きもあります。お正月のご馳走で疲れた胃をいたわってあげましょう！ 


春の七草粥をたべよう！

1月7日　七草

1月11日　鏡開き　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　



ムーチー（鬼餅）

沖縄には他の土地にはない珍しい食べ物がたくさん☆
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ね。


うちなーむん（沖縄の食材）

方言で黄色い大根を意味する「チデークニ」とも呼ばれる島にんじん。カロテン・ペクチンを豊富に含み滋養食とも言われています。
中城や糸満市が主な産地。

たんかん


ポンカンとネーブルオレンジの自然交雑でできたタンカン。柑橘系の中では、もっとも糖度が高く、果汁もたっぷり。
沖縄では冬の食卓や正月の飾り付けに欠かせない果物です。寒暖差が大きいほど甘みが増すといわれ、本島北部で栽培されています。

車エビ


「姿の伊勢エビ、味の車えび」といわれるほど、おいしい車えび。
甘みが強く、プリプリとした食感が楽しめます。
高タンパク質で低脂肪、身にはコレステロールを下げるタウリンが、やわらかい殻にはカルシウムが含まれているので、丸ごと食べるのがおすすめ。　　久米島が産地

R2.1

年末年始、体調など崩さず楽しく過ごせましたか？
昨年度から温度差が激しく急に寒くなり体調を崩しやすい季節です
1月7日の給食は1年の無病息災を願った七草がゆ
今年はこども達と一緒に手作りみそづくりも予定しています
食材に触れたり日本ならではの発酵食品を自分で作る体験をする事で
「もっと食べる事に興味を持ち、食べられる事に感謝する」
あたりまえだけど忘れがちな事に気づいてほしいですね♪
今年もたくさんの美味しい笑顔が見られるよう、厨房スタッフも張り切って頑張ります！


管理栄養士
　高良江里奈

給食だより

沖縄の行事料理のひとつ。旧暦の12月8日(今年は1月20日にあたります)に神仏に供え、それを食べる事で厄介払い、悪霊払いをします。
もちを包むのに魔除けに効果のあるサンニン(月桃)の葉(カーサ)を使うことからカーサムーチーとも呼ばれています。
月桃は強い匂いから邪気祓いに効くとされ、チカラムーチーに使われるクバは神の宿る木とされています。
サギムーチー・・こどもの健康を願い子の歳の数だけすだれ状に編んで壁や天井からつるします
チカラムーチー・・男子誕生の始めてのムーチーは特に多く作って、クバの葉で包み家の安泰を健康を祈願します。
ハチムーチー・・子どもが生まれて初めてのムーチーは親戚や友人に内祝いとして配ります。生まれたばかりの赤ちゃんを多くの人の想いで守ってもらい、健やかに成長する事を願います。

★紅イモムーチーの作り方★15個分
《材料》もち粉300g、紅イモ粉75g、きび糖120g、水　適量、月桃の葉

《作り方》もち粉、きび糖、紅イモ粉を混ぜ、水を少しずつ加えて
耳たぶくらいの硬さになるように15分程捏ねます
(捏ねる時間が短いと粉っぽさが残ります)
月桃の葉の裏側に包み込み、20分〜30分くらい蒸します。
※図のような手順で包むとはがしやすく手にもべたつかずに食べられます。
お家で試してみてくださいね♪



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♪

本日は離乳完了期の食事について
月齢はだいたい12ヶ月～18ヶ月頃、1日3回食のリズムができて食事からの栄養をしっかり摂る時期です
1歳を過ぎたら不足分は牛乳やフォローアップミルク、おやつ等で補います
徐々に卒乳の時期も考え始めてもいいですね


この時期の口の中は上下4本ずつの歯でしっかりと食材を噛み取り、奥の歯くぎで上下左右につぶし
舌でまとめて上手にゴックンできるようになってきます

1歳半頃は奥歯も生え始める子もいるので、虫歯にならないような歯みがきも大切です
この時期にきちんと歯ブラシが出来ないと口臭や虫歯に繋がりやすいので食べたら磨く！を習慣付けましょう。
（歯やあごの成長等個人差があります）

そして食材はほとんどの食材を食べる事ができるので、家族と同じ物を食べられる事は子どもにとってもとても嬉しい事です。薄味で仕上げて子どもの分を取り分けてから大人の味付つけをすれば食事の準備も楽ちんです

奥のはぐきて噛みつぶす練習なので、材料は少しだけ固め（バナナくらい）にして1口大の大きさ
手だけでなく道具を使って口に運ぶ練習も少しづつ開始♪
道具は始めは上手持ち⇒下手持ち⇒鉛筆持ちにしていきましょう

そしてこの時期、ミルクから離乳食に移行するとなりやすいのが貧血です
食材の偏りで麺類など同じ物ばかり食べていたりするとタンパク質が不足しがちになる事も・・
肉・魚・豆腐や卵等を取り入れますがタンパク質が多い食材は加熱しすぎると固くなったりパサついたりしがち。
初めの一口で嫌いにならない様に、衣をつけて焼いたり加熱しすぎずに仕上げて美味しい一口に(^^♪

不足しがちなカルシウム・鉄分も煮干しの粉だしの活用やレバーのべビーフード等できる事から取り入れてみてください

次回は離乳期のおやつについて。。。


くわっちーさびたん♪

風のうた保育園　こどもの食べるをお助け☆食育コラム

R3.1

鉛筆持ち

うわて
上手持ち

したて
下手持ち

道具を上手に使って
食べられるよ♪
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