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節分の日に恵方（えほう）と言って

その年の縁起の良い方向に向いて巻寿司を

無言で丸かぶりする行事。

無言で丸かぶりすると、恵方にいる福の神が

願いをかなえてくれると言われています。

近年ではロールケーキなどで代用したり新しい

楽しみ方もあるようです。

2021年の恵方は南南東。

沖縄ではあまり馴染みがない恵方巻。

今年は南南東を向いて無言でがぶり！

してみませんか？

節分といえば豆まき、豆まきといえば「大豆」。

大豆はちいさいけれど「畑の肉」といわれるくらい

栄養たっぷり！タンパク質や不溶性食物繊維、カル

シウムなど多くの栄養素を含みます。サポニンやイソ

フラボンも注目の成分です。大豆からできる食べ物を

紹介しますので日々色々な大豆を取り入れましょう♪

埼玉県土建国民保健組合HP より

沖縄ではムーチービーサと言ってムーチーの日から寒くなると言われます。

年末から冷えこむ日が増えて鼻水じゅるじゅるしていないでしょうか？

コロナウィルスも心配ですが、風邪も万病のもと。甘く見てはいけません。

予防は手洗いうがいと、色の濃い野菜とご飯をしっかり食べる事。

2月2日は「冬と春の節を分ける」節分の日です。

元気に豆まきをして鬼と一緒に風邪も退治しましょう！

管理栄養士

高良江里奈

2度目のあけましておめでとう！
2月12日は旧暦の1月1日

沖縄では旧歴のお正月もお祝いする

地域が多いのをご存じですか？

沖縄は琉球王朝時代から中国の影響

を大きく受けているからなのだそうです。

園でも2度目のお正月もお祝いメ

ニューを予定しています。沖縄ならで

はのくゎっちーをうさがみそーれ♪
（ごちそうをお召し上がりください）

幼稚園組さんと一緒にふみふみミソ作り！

大豆の加工品や栄養についてもお勉強しま

した。普段何気なく食べているおみそに

みんな興味を持ってくれたようです♪

「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。
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♪

本日は離乳期のおやつについて

離乳食の時期は生後５、６か月から1歳半頃まで
おもゆの一口から徐々にいろんな食材を食べられるようになり
1回食から2回、３回食と食事のリズムづくりの習慣を作っていきます

おやつが必要な時期は３回食が落ち着き、ミルクよりも食事が主となってきたころ
１回に胃の中に入る量（１歳で約200ｍｌ～300ｍｌ。哺乳瓶１本分くらい）は決まっているので
回数を増やして足りない分をおやつで補います

おやつ、というと甘いものを想像する方も多いかもしれませんが
甘さよりも足りない栄養やエネルギーを足してあげるのがおやつの考え方

材料を混ぜたりこねたりしなくても大丈夫♪
果物や自然な甘さの南瓜やさつま芋にきな粉をまぶしたり簡単にできるものこそ良いおやつです
だからミニおにぎりやリゾットでもOK

気をつけることは砂糖や油はあまり使いすぎない物
離乳食は３回食になっても消化機能はまだまだ未熟なので
たくさんあげないようにしなようにするのも大切です

ごはんやお芋、果物や野菜を使って、簡単で美味しく！おやつを楽しんで下さいね♪♪

次回はアレルギーについて。。。

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R3.2
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発芽玄米ご飯 さばのねぎ塩焼き
麩と野菜チャンプル― すまし汁

米 発芽米 ○ホットケーキ粉
車麩 ○きび砂糖 ○油 油

○牛乳 さば 卵
　白身魚

○りんご 玉葱 小松菜
しめじ 人参 ○干しぶどう

ねぎ にら 万能ねぎ

かつおだし汁 しょうゆ
（うすくち） 食塩 しょ

うゆ

りんごケーキ
牛乳

オートミール
クッキー

牛乳

チキンカレー
海苔とレタスのサラダ 果物 スー

プ

米 じゃがいも ○小麦粉
○オートミール ○黒砂糖

ごま油 油

○牛乳 鶏もも肉
○無塩バター ベーコン
○卵 牛乳 鶏ひき肉

オレンジ レタス 玉葱
キャベツ 人参 ピーマン
しめじ ねぎ 味付けのり

かつおだし汁 カレールウ
しょうゆ（うすくち）

しょうゆ 食塩 おろしに
んにく ○ベーキングパウ

ダー

南瓜蒸しパン
牛乳

豚肉のしぐれ丼
塩昆布和え ゆし豆腐

米 きび砂糖
○牛乳 ゆし豆腐 豚肉 みそ

絹ごし豆腐

胡瓜 玉葱 人参 ごぼう
○いちごジャム ねぎ
塩こんぶ 生姜 南瓜

かつおだし汁 しょうゆ
みりん

クラッカー
ジャムサンド

牛乳

麦ご飯 豆腐肉みそかけ
春雨のサラダ 果物 スープ

米 ○ホットケーキミックス
押麦 はるさめ ○きび砂糖

ごま油○油 油 砂糖

○牛乳 厚揚げ 豚ひき肉
ハム みそ 木綿豆腐

鶏ひき肉

バナナ 白菜 玉葱 胡瓜
人参 いんげん　ねぎ にら
○南瓜パウダー 椎茸 生姜

りんご ほうれんそう

煮干だし汁 ノンオイルド
レッシング　フレンチク
リーミー しょうゆ オイ

スターソース 食塩

ごまサーター
アンダギー

牛乳

キーマハヤシライス ごぼうサラダ
果物 野菜スープ

○さつまいも 米 油
○牛乳 豚ひき肉
牛ひき肉 バター

バナナ 玉葱 人参 キャベツ
ごぼう コーン缶　トマト

マッシュルーム 水菜 りんご
ほうれんそう

かつおだし汁 ハヤシルウ ノ
ンオイルドレッシング　焙煎
ごま ケチャップ ウスター

ソース 食塩 パセリ粉

蒸かしいも
牛乳

鶏そば
きゅうりとわかめの酢の物 果物

沖縄そば ○米 きび砂糖
きび砂糖 ゆでうどん

鶏もも肉 ○さけ
ごま 鶏ひき肉　白身魚

タンカン 胡瓜　人参 ねぎ
○焼きのり ○だいこん葉

わかめ 長ネギ 玉葱

かつおだし汁 しょうゆ
みりん しょうゆ（うすく
ち） 酢 酒 食塩 ○食塩

鮭と大根葉
おにぎり

お茶

おべんとう会 ○小麦粉 ○きび砂糖 ○油 ○牛乳 ○卵 ○黒ごま ○ベーキングパウダー

ポンデケージョ
牛乳

発芽玄米ご飯 照り焼きチキン
もやしと人参のナムル わかめスー

プ

米 ○ホットケーキ粉 発芽米
○きび砂糖 砂糖 ごま油

きび砂糖

鶏手羽元 ○卵 ○無塩バ
ター

ツナ ○牛乳 すりごま

もやし 人参 長ネギ
コーン缶 わかめ

かつおだし汁 しょうゆ
みりん 食塩

りんごケーキ
牛乳

肉豆腐丼
キャベツの塩昆布和え みそ汁

米 うずまき麩 きび砂糖

くずもち
牛乳

○牛乳 豆腐 豚肉 ○チーズ
みそ 絹ごし豆腐

キャベツ 玉葱 人参 ねぎ
万能ねぎ 塩こんぶ 生姜

しょうゆ みりん 食塩

ケーキ
お茶

あわご飯 鮭のオーロラソース焼き
ほうれん草ときのこの炒めサラダ

みそ汁

米 ○じゃがいも あわ ○片栗粉
マヨネーズ ○きび砂糖

オリーブ油 ○小麦粉 きび砂糖

○牛乳 さけ ○チーズ
みそ 油揚げ 白身魚

ほうれんそう 玉葱 トマト
しめじ レタス コーン缶 万

能ねぎ レモン果汁

かつおだし汁 ケチャップ
しょうゆ

リッツチーズ
牛乳

じゅーしー ターンムデンガク
甘酢和え 鶏汁

米 田芋 ○黒砂糖 ○くず粉

きび砂糖 ○グラニュー糖
 おつゆ麩 きび砂糖

○牛乳 鶏もも肉 かにかま

ツナ ○きな粉 鶏ひき肉　み
そ

大根 胡瓜 人参
 よもぎ カットわかめ

かつお・昆布だし汁 酢
しょうゆ かつおだし汁

塩 レタス

発芽玄米ご飯 さばのねぎ塩焼き
麩と野菜チャンプル― すまし汁

米 発芽米
○ホットケーキ粉 車麩
○きび砂糖 ○油 油

○牛乳 さば 卵
○りんご 玉葱 小松菜

しめじ 人参 ○干しぶどう
ねぎ にら 万能ねぎ

かつおだし汁 しょうゆ
（うすくち） 食塩 しょ

うゆ

ご飯 鶏肉とじゃがいもの煮物
キャベツの香り漬け みそ汁

米 じゃがいも
○食パン ○砂糖

油 砂糖

○牛乳 豚肉 絹ごし豆腐
○豆乳 ○卵 みそ

しらす干し ○バター

大根 人参 いんげん
干し椎茸 あおさ

かつおだし汁 しょうゆ
パセリ粉

クラッカー
ジャムサンド

牛乳

麦ご飯 豆腐肉みそかけ
春雨のサラダ 果物 スープ

米 ○ホットケーキミックス
押麦 はるさめ ○きび砂糖
ごま油 ○油 きび砂糖

○牛乳 厚揚げ 豚ひき肉
ハム みそ 絹ごし豆腐

鶏ひき肉

バナナ 白菜 玉葱 胡瓜
人参 いんげん　ねぎ にら

○南瓜パウダー 椎茸
生姜 りんご

煮干だし汁 ノンオイルド
レッシング　フレンチク
リーミー しょうゆ 食塩

フレンチトースト
牛乳

○牛乳 鶏もも肉 絹ごし豆
腐

みそ ○バター ○きな粉
ごま 鶏ひき肉

キャベツ 玉葱 人参 島人参
グリンピース ねぎ
レモン果汁 わかめ

煮干だし汁 かつおだし汁
みりん しょうゆ 酒 食塩

ラスク
牛乳

あわご飯 五目旨煮
ポテトサラダ（和風） アーサみそ

汁

米 じゃがいも
○食パン マヨネーズ

あわ ○きび砂糖 ごま油
きび砂糖 片栗粉

南瓜蒸しパン
牛乳

豚肉のしぐれ丼 塩昆布和え
ゆし豆腐

米 砂糖
○牛乳 ゆし豆腐 豚肉

みそ 絹ごし豆腐

胡瓜 玉葱 人参 ごぼう
○いちごジャム ねぎ
塩こんぶ 生姜 南瓜

かつおだし汁
しょうゆ みりん

豚肉 ちくわ ○豚ひき肉
○みそ

タンカン 玉葱 大根 人参
水菜 ねぎ あおのり

かつお・昆布だし汁
カレールウ ノンオイルド
レッシング和風 ○料理酒

○みりん しょうゆ

あんだんすー
おにぎり

お茶

カレーうどん ちくわ磯辺揚げ
大根とみず菜サラダ 果物

ゆでうどん ○米 小麦粉
油 ○油 ○砂糖

○牛乳 豚ひき肉
牛ひき肉 バター

バナナ 玉葱 人参 キャベツ
ごぼう コーン缶 マッシュルーム

水菜 りんご ほうれんそう
トマト

かつおだし汁 ハヤシルウ
ノンオイルドレッシング焙煎
ごま ケチャップ ウスター

ソース 食塩 パセリ粉

蒸かしいも
牛乳

ケーキ
牛乳

あわご飯 鮭のオーロラソース焼き
ほうれん草ときのこの炒めサラダ

みそ汁

米 ○じゃがいも あわ
○片栗粉 マヨネーズ

○きび砂糖 オリーブ油
○小麦粉 きび砂糖

○牛乳 さけ ○チーズ
みそ 油揚げ 白身魚

ほうれんそう 玉葱 トマト
しめじ レタス コーン缶
万能ねぎ レモン果汁

かつおだし汁 ケチャップ
しょうゆ

ポンデケージョ
牛乳

節分ご飯 照り焼きチキン
もやしと人参のナムル わかめスー

プ

米 ○ホットケーキ粉
○きび砂糖

ごま油 きび砂糖

鶏手羽元 ○卵 ○無塩バター

ツナ油漬缶 ちくわ ○牛乳
すりごま

※11日は建国記念日,23日は天皇誕生日でお休みとなります

フレンチトースト
牛乳

肉豆腐丼 キャベツの塩昆布和え
みそ汁

米 うずまき麩 きび砂糖
○牛乳 焼き豆腐 豚肉

○チーズ みそ
絹ごし豆腐

キャベツ 玉葱 人参
万能ねぎ 塩こんぶ 生姜

もや 人参 ブロッコリー 玉
葱 長ネギ ヤングコーン

コーン缶
グリンピース 南瓜パウダー

わかめ

かつおだし汁 しょうゆ
みりん 食塩

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

※食材の都合により献立を変更することがあります

しょうゆ みりん 食塩
リッツチーズ

牛乳

あわご飯 五目旨煮
ポテトサラダ（和風） アーサみそ

汁

米 じゃがいも ○食パン

マヨネーズ あわ ○きび砂糖
ごま油 きび砂糖 片栗粉

○牛乳 豚肉 絹ごし豆腐
○豆乳 ○卵 みそ

しらす干し ○バター

大根 人参 いんげん
干し椎茸 あおさ

かつおだし汁 しょうゆ
パセリ粉

日付 献立 3時おやつ

キーマハヤシライス
ごぼうサラダ 果物 野菜スープ

○さつまいも 米 油



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 キーマハヤシライス 軟飯 全粥 つぶし粥
ごぼうサラダ バーグ煮 バーグ煮 ペースト（玉葱・トマト・ほうれん草）

果物 ごぼうサラダ 野菜マッシュ 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 蒸かしいも さつまいもマッシュ

牛乳
02(火) 昼食 節分ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

照り焼きチキン 照り焼きチキン つくね煮 ペースト(ブロ・人参)
もやしと人参のナムル 和え物 野菜マッシュ すまし汁

わかめスープ わかめスープ すまし汁
午後おやつ ケーキ パンケーキ

牛乳
03(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鮭のオーロラソース焼き 白身魚の蒸し焼き 白身魚の蒸し焼き ペースト（白身魚・トマト・ほうれん草）
ほうれん草ときのこの炒めサラダ ほうれん草ときのこの炒めサラダ ほうれん草マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁
午後おやつ ポンデケージョ いももち

牛乳
04(木) 昼食 カレーうどん 煮込みうどん 煮込みうどん くたくたうどん

ちくわ磯辺揚げ 果物 果物 ペースト（大根・玉葱・人参）
大根とみず菜サラダ 大根サラダ 大根サラダ

果物
午後おやつ あんだんすーおにぎり おにぎり

お茶
05(金) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鶏肉とじゃがいもの煮物 鶏肉とじゃがいもの煮物 鶏団子とじゃがいもの煮物 ペースト（じゃが・玉葱・人参）
キャベツの香り漬け キャベツの香り漬け みそ汁 すまし汁

みそ汁 みそ汁
午後おやつ ラスク ラスク

牛乳
06(土) 昼食 豚肉のしぐれ丼 軟飯 全粥 つぶし粥

塩昆布和え 豚肉と根菜煮 団子と野菜煮 ペースト（玉葱・人参・南瓜）
ゆし豆腐 胡瓜和え 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 クラッカージャムサンド クラッカー

牛乳
08(月) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

豆腐肉みそかけ 豆腐団子の味噌煮 豆腐肉団子の味噌煮 ペースト（玉葱・人参・豆腐）
春雨のサラダ 胡瓜和え 胡瓜マッシュ すまし汁

果物 果物 果物
スープ スープ すまし汁

午後おやつ 南瓜蒸しパン 南瓜蒸しパン
牛乳

09(火) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
五目旨煮 豚肉と野菜の旨煮 肉団子と野菜の旨煮 ペースト（じゃがいも・大根・人参）

ポテトサラダ（和風） ポテトサラダ（和風） ポテトマッシュ すまし汁
アーサみそ汁 アーサみそ汁 アーサみそ汁

午後おやつ フレンチトースト バタートースト
牛乳

10(水) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
さばのねぎ塩焼き 魚の塩蒸し焼き 魚の蒸し煮 ペースト（白身魚、小松菜、豆腐）

麩と野菜チャンプル― 麩と野菜チャンプル― 豆腐野菜マッシュ すまし汁
すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ りんごケーキ りんごパンケーキ
牛乳

12(金) 昼食 じゅーしー じゅーしー 全粥 つぶし粥
ターンム　デンガク 胡瓜和え 胡瓜マッシュ ペースト（南瓜・ほうれん草）

甘酢和え 鶏汁 鶏だんご汁 すまし汁
鶏汁

午後おやつ おじや おじや
牛乳

13(土) 昼食 肉豆腐丼 軟飯 全粥 つぶし粥
キャベツの塩昆布和え 肉豆腐 豆腐つくね煮 ペースト（豆腐・玉葱・人参）

みそ汁 きゃべつ和え キャベツマッシュ すまし汁
みそ汁 みそ汁

午後おやつ リッツチーズ 赤ちゃんせんべい
牛乳

15(月) 昼食 キーマハヤシライス 軟飯 全粥 つぶし粥
ごぼうサラダ バーグ煮 バーグ煮 ペースト（玉葱・トマト・ほうれん草）

果物 ごぼうサラダ 野菜マッシュ 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 蒸かしいも さつまいもマッシュ

牛乳
16(火) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

照り焼きチキン 照り焼きチキン つくね煮 ペースト(ブロ・人参)
もやしと人参のナムル 和え物 野菜マッシュ すまし汁

わかめスープ わかめスープ すまし汁
午後おやつ ケーキ パンケーキ

お茶
17(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鮭のオーロラソース焼き 白身魚の蒸し焼き 白身魚の蒸し焼き ペースト（白身魚・トマト・ほうれん草）
ほうれん草ときのこの炒めサラダ ほうれん草ときのこの炒めサラダ ほうれん草マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁
午後おやつ ポンデケージョ　 いももち

牛乳
18(木) 昼食 おべんとう会 おべんとう会

午後おやつ ごまサーターアンダギー パンケーキ
牛乳

19(金) 昼食 鶏そば 鶏煮込みうどん 鶏だんご煮込みうどん つぶし粥
きゅうりとわかめの酢の物 きゅうりとわかめの酢の物 きゅうりマッシュ ペースト（人参・玉葱・南瓜）

果物 果物 果物 うどんくたくた煮
午後おやつ 鮭と大根葉のおにぎり おにぎり

お茶
20(土) 昼食 豚肉のしぐれ丼 軟飯 全粥 つぶし粥

塩昆布和え 豚肉と根菜煮 団子と野菜煮 ペースト（玉葱・人参・南瓜）
ゆし豆腐 胡瓜和え 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 クラッカージャムサンド クラッカー

牛乳
22(月) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

豆腐肉みそかけ 豆腐団子の味噌煮 豆腐肉団子の味噌煮 ペースト（玉葱・人参・豆腐）
春雨のサラダ 胡瓜和え 胡瓜マッシュ すまし汁

果物 果物 果物
スープ スープ すまし汁

午後おやつ 南瓜蒸しパン 南瓜蒸しパン
牛乳

24(水) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
さばのねぎ塩焼き 魚の塩蒸し焼き 魚の蒸し煮 ペースト（白身魚、小松菜、豆腐）

麩と野菜チャンプル― 麩と野菜チャンプル― 豆腐野菜マッシュ すまし汁
すまし汁 すまし汁 すまし汁

午後おやつ りんごケーキ りんごパンケーキ
牛乳

25(木) 昼食 チキンカレー 軟飯 全粥 つぶし粥
海苔とレタスのサラダ チキンポトフ チキンボールポトフ ペースト（じゃが・人参・玉葱）

果物 レタスのサラダ サラダマッシュ 果物
スープ 果物 果物 すまし汁

スープ スープ
午後おやつ オートミールクッキー クッキー

牛乳
26(金) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

五目旨煮 豚肉と野菜の旨煮 肉団子と野菜の旨煮 ペースト（じゃがいも・大根・人参）
ポテトサラダ（和風） ポテトサラダ（和風） ポテトマッシュ すまし汁

アーサみそ汁 アーサみそ汁 アーサみそ汁
午後おやつ フレンチトースト バタートースト

牛乳
27(土) 昼食 肉豆腐丼 軟飯 全粥 つぶし粥

キャベツの塩昆布和え 肉豆腐 豆腐つくね煮 ペースト（豆腐・玉葱・人参）
みそ汁 きゃべつ和え キャベツマッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁
午後おやつ リッツチーズ 赤ちゃんせんべい

牛乳

2021.2

※食材の都合により献立を変更することがあります
※11日は建国記念日、23日は天皇誕生日でお休みとなります

離 乳 食 献 立 表
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