
　

作成 管理栄養士　高良江里奈

今年度も終わりに近づきました。子どもたちにとっては毎日が成長の日々。
１年前と比べるとたくさん食べられるようになって、ビックリするくらい

大きく☆たくましく☆なっています。

私たちもたくさんのおいしい！をもらって、より美味しく楽しいお食事を作りますよ！
３月は「桃の節句」がありますね。ひな人形を飾って、子どもたちの無病息災を祈る行事です。

3日にはひな祭りの行事食を予定しています。

彩り豊かで春を感じるような見て食べて楽しい献立ですのでお楽しみに☆

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。

ハンダマ
旬は春〜初夏。表面は濃い緑色で、

裏側は鮮やかな紫色。ビタミンAが

豊富で、沖縄では古くから「血の

薬」といわれ、目によいとされる。

和名は水前寺菜。

島ラッキョウ
沖縄で生産されるラッキョウ。本土で栽培され

るラッキョウに比べて小ぶりで香りがきつい。

塩漬けや甘酢漬け、生食や天ぷらなどにも向く。

らっきょうには抗血栓、疲労回復、胃腸の機能

を高めるなどの効能もあると言われています。

うちなーむん（沖縄の旬）

1年間ありがとう！
幼稚園や小学校に入学するお友達、進級するお友達も、

新しい生活が待っていますね。かぜのうた保育園の給食をたくさん

食べてくれて給食の先生たちはとてもうれしかったです。

また新しい学校やクラスでも、もりもり食べて、

もーっと大きく成長してくださいね！
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♪パパっとレシピ♪ 島ラッキョウを食べてみよう！
島ラッキョウ食べてみたいけど調理法が分からないから、、という方いませんか？

旬の時期なら生でディップを付けて食べたり、チャンプルーにしたり普段の野菜と同じように使えますのでお試しくださいね☆

※下ごしらえ 青い葉の部分と根っこをカット。水にさらし薄皮を剥く。

○生で味噌などのディップををつけてポリポリ（こどもより大人向き）

○カットした量の３パーセントの塩で漬け1日置いた後は

①かつお節と醤油を垂らせばシャキシャキおつまみに

②豚肉と豆腐と炒めてチャンプルーに

③豚肉を巻いてごま油で焼けばメインのおかずに（豚肉との相性Good）

○青の葉の部分も餃子の具やニラなどのように細かく刻んで青の葉の部分も餃子の具やかき揚げなどにどうぞ

《新年度にむけてのお願い》

風のうた保育園では沖縄なら

ではの食材を使った給食を取

り入れています。

初めての食材はメニューに

あっても食べさせてあげられ

ないので、うちなーむんコー

ナーの食材や旬の島野菜をお

うちでも取り入れてほしいで

す。ご協力お願い致します。

ひなあられの由来
「ひなあられ」は元々「雛の国見せ」という、

貴族階級の娘達が雛人形を川辺や野原に持ち出

し、春の景色を見せてあげるといった風習の際

に食べるものとして生まれました。

「ひな祭り」にひなあられを食べるようになっ

たのは、「ひなあられ」には娘の健康を祈願す

るという意味が込められているからです。

ひなあられは四季を意味する「桃・緑・黄・

白」の4色で構成されていて、「一年を通して

娘の幸せを祈る」という意味もあります。



「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。
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♪

本日はアレルギー食品について

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

おもゆ、色の薄い野菜、色の濃い野菜、豆腐と進んでいきますが
特にアレルギーで注意するのはたんぱく質
たんぱく質というと大豆や肉、魚などを想像しやすいですが、果物や野菜等様々なものに含まれます
一番注意するのは表示義務7品目のえび・かに・卵・乳・小麦・そば・落花生
初めて食べる時は1口から。欲しがるからと一度にあげないように注意です
また、表示推奨の21品目にもオレンジやカシューナッツ、キウイ、バナナなどの果物やナッツも含まれます

また、最近ではアレルギーの子どもは増え続けていて、原因となる食品も様々
症状も軽いじんましんの場合もあれば、アナフィラキシー症状と言って呼吸困難など命に関わる場合も多く
なっています
かぜのうた保育園でもアレルギー対応として、見た目や栄養価などで代わりになる食品に変更したり
間違えて隣のお友達の食品に触れないように注意しています

卵や乳などのアレルギーは耐性といって大きくなると食べられるようになることも多いです♪

病院で医師に確認してもらいながら少しずつ食べられる量を増やしていく負荷試験は
安心してアレルギーと向き合える方法のひとつ
お子様がアレルギーを持っていなくても、少し大きくなってから出る事もあったり
周りにアレルギーを持つ子も多いので必要最低限の事は知っておく事も大切ですね！

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2021.3

〇アレルギーの代表的な症状

じんましん、かゆみ、赤み

むくみ、湿疹、鼻水

鼻づまり、くしゃみ

口周りの違和感

咳、喘鳴、声枯れ

呼吸困難、嘔吐・はき気

下痢、腹痛、頭痛

活気の低下、意識障害

食べた後2時間以内にアレルギー症

状が出る場合と数時間〜数日たって

から症状が出る場合、運動すると症
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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
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※20日(土)は春分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。

かつお・昆布だし汁 カレール
ウ しょうゆ 食塩 パセリ粉

きなこバター
サンド
牛乳

チキンカレーライス
チョップドサラダ 果物 野菜スープ

米 ○食パン じゃがいも 油
○きび砂糖 はちみつ オリーブ油

○牛乳 鶏もも肉 ハム
チーズ 大豆 ○バター
○きな粉 鶏ひき肉

玉葱 りんご 人参 トマト 胡瓜
枝豆 グリンピース レモン

かつおだし汁 ケチャップ しょ
うゆ ウスターソース 食塩 パ

セリ粉

バナナヨーグルト
お茶

ご飯 魚のみりん焼き
ひじきと人参炒め ゆし豆腐

米 ○さつまいも しらたき
○きび砂糖 油 砂糖

○牛乳 ゆし豆腐 白身魚 豚肉
○エバミルク 絹ごし豆腐

人参 いんげん ひじき
にら あおさ

かつおだし汁 みりん しょうゆ
酒 しょうゆ（うすくち） 食塩

スイートポテト
牛乳

タコライス ポテトサラダ
野菜スープ

米 じゃがいも マヨネーズ（卵）
油 きび砂糖

○ヨーグルト 豚ひき肉
牛ひき肉 卵 とろけるチーズ

鶏ひき肉

○バナナ キャベツ 玉葱 人参
トマト レタス 胡瓜
○りんご にんにく

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

ご飯 野菜そぼろ煮 白菜のサラダ
コーンスープ

米 油 片栗粉 きび砂糖

3時おやつ

○牛乳 白身魚 ○豆乳
ハム バター

りんご キャベツ トマト
人参 枝豆 れんこん ひじき

かつお・昆布だし汁 しょうゆ
酢 食塩 パセリ粉

ココアケーキ
牛乳

○牛乳 豚ひき肉 ハム
鶏ひき肉

白菜 大根 人参 玉葱
コーン缶 枝豆 胡瓜

かつおだし汁 ノンオイル和風
ドレッシング しょうゆ みりん
食塩 パセリ粉 〇はちゃぐみ

はちゃぐみ
牛乳

発芽玄米ご飯 魚のムニエル
れんこんと枝豆のサラダ 果物 スープ

米 ○ホットケーキ粉 ○油
○きび砂糖 発芽玄米 小麦粉

油 ○ココア マヨネーズ（卵）

かつおだし汁 シチューミックスク
リーム ノンオイルドレッシング

和風 しょうゆ 食塩

豆腐スコーン
牛乳

新年度準備

コーンクリームシチュー
サラダ 果物 スープ

じゃがいも
○ホットケーキ粉 油

○牛乳 牛乳 鶏もも肉
○絹ごし豆腐 ○バター ハム

スキムミルク 鶏ひき肉

バナナ 玉葱 ブロッコリー トマト
クリームコーン缶 人参

グリンピース パセリ りんご

麦ご飯 レバーの酢豚風
ごぼうサラダ みそ汁

米 ○小麦粉 押麦 片栗粉
油 ○油 きび砂糖

豚レバー ○ツナ油漬缶
みそ 油揚げ 木綿豆腐

鶏ひき肉

玉葱 白菜 ごぼう 人参
コーン缶 レタス 水菜

○ねぎ パセリ ほうれんそう

かつおだし汁 ケチャップ みり
ん ごまドレッシング（ごま・
卵） ○食塩 ○かつおだし汁

ヒラヤーチー
お茶

胡瓜 キャベツ 人参
いんげん ねぎ わかめ 椎茸

南瓜　生姜

かつお・昆布だし汁 酢 しょうゆ かつ
おだし汁 和風ドレッシング しょうゆ
塩　酒 おろしにんにく　〇ひなあられ

ひなあられ
カルピス

鶏もも肉 ○カルピス 卵
鮭 ごま 鶏ひき肉

厚揚げ 豚肉 ツナ みそ
○ごま 絹ごし豆腐 鶏ひき肉

バナナ ほうれんそう 長ネギ
人参 なめこ えのき ねぎ
椎茸 りんご　わかめ

煮干だし汁 かつおだし汁 みり
ん しょうゆ 食塩

わかめおにぎり
お茶

肉きのこうどん
揚げ豆腐のみそ焼き 果物

ゆでうどん ○米
ごま油 きび砂糖

散らし寿司 鶏のから揚げ
胡瓜の酢の物 そうめん汁

米 干しそうめん 油
きび砂糖 片栗粉 砂糖 小麦粉

○牛乳 かれい 絹ごし豆腐
みそ かつお節　白身魚

小松菜 南瓜 いんげん
人参 あおさ

かつおだし汁 しょうゆ みりん
しょうゆ（うすくち） 酒 ○食

塩 食塩

ポップコーン
牛乳

発芽玄米ご飯 西京焼き
青菜おかか和え アーサ汁

米 発芽米 ○ポップコーン
○油 砂糖

○牛乳 卵 鶏もも肉
○クリームチーズ みそ

 鶏ひき肉

大根 玉葱 長ネギ 人参 ねぎ
○ブルーベリージャム わかめ
ほうれんそう ○いちごジャム

麦ご飯 鶏手羽とじゃが芋の煮物
ハンダマとほうれん草胡麻和え みそ汁

じゃがいも ○食パン 米 押麦
油 砂糖

○牛乳 鶏手羽元 みそ
油揚げ ツナ油漬缶 鶏もも肉

ほうれんそう ○いちごジャム
はんだま コーン缶　人参

いんげん ねぎ 生姜 わかめ

かつおだし汁 ごまドレッシン
グ（ごま・卵） しょうゆ みり

ん

ジャムパン
牛乳

煮干だし汁 かつおだし汁 しょ
うゆ みりん

クラッカーサンド
牛乳

あわご飯 炒り豆腐
はんぺんと胡瓜のおかか和え みそ汁

米 じゃがいも
○ホットケーキ粉 しらたき
○油 あわ ○きび砂糖 油

○牛乳 厚揚げ 鶏ひき肉
はんぺん ○卵 ○豆乳 みそ
かつお節 絹ごし豆腐 ちくわ

玉葱 ○人参 人参 胡瓜
ねぎ 椎茸 ねぎ 焼きのり

煮干だし汁 しょうゆ ノンオイ
ルドレッシング　和風 みりん

○ベーキングパウダー

人参ケーキ
牛乳

親子丼 ゆかりあえ みそ汁 米　クラッカー（小麦粉）

○牛乳 〇豆乳ウェハース
豆乳ウェハース

牛乳

豚肉 ちくわ ○しらす干し
オレンジ キャベツ 白菜 人参
もやし ねぎ ○大根葉 わかめ

にんにく 生姜

ご飯 野菜そぼろ煮
白菜のサラダ コーンスープ

米 油 片栗粉 きび砂糖
○牛乳 豚ひき肉
ハム 鶏ひき肉

白菜 大根 人参 玉葱
コーン缶 枝豆 胡瓜

かつおだし汁 ノンオイル和風
ドレッシング しょうゆ みりん
食塩 パセリ粉　〇はちゃぐみ

はちゃぐみ
牛乳

かつお・昆布だし汁 しょうゆ
食塩 ○塩（並塩）

しらす青菜
おにぎり
お茶

コーンクリームシチュー サラダ
果物 スープ

じゃがいも
○ホットケーキ粉 油

○牛乳 牛乳 鶏もも肉
○絹ごし豆腐 ○バター

ハム スキムミルク 鶏ひき肉

バナナ 玉葱 ブロッコリー
トマト クリームコーン缶 人参
グリンピース パセリ りんご

かつおだし汁 シチューミックスク
リーム ノンオイルドレッシング

和風 しょうゆ 食塩

豆腐スコーン
牛乳

中華あんかけ麺
春キャベツのナムル風サラダ 果物

ゆで中華めん ○米 ごま油
きび砂糖 ゆでうどん

○牛乳 白身魚 ○豆乳
ハム バター

りんご キャベツ トマト
人参 枝豆 れんこん ひじき

三枚肉そば
ほうれん草白和え 果物

沖縄そば ○米 きび砂糖
ゆでうどん

豚骨 豚三枚肉 木綿豆腐
ツナ油漬缶 かまぼこ

○かつお節 豚肉 鶏ひき肉

りんご ほうれんそう ねぎ
長ネギ 人参 玉葱 南瓜　わかめ

ごまドレッシング（ごま・卵）
みりん しょうゆ（うすくち）
しょうゆ 食塩 酒 かつおだし

汁

わかめおかか
おにぎり
お茶

かつお・昆布だし汁 しょうゆ
酢 食塩 パセリ粉

ココアケーキ
牛乳

あわご飯 鶏のから揚げ風
胡瓜の酢の物 そうめん汁

○食パン 米 干しそうめん 油
あわ 片栗粉 ○きび砂糖

小麦粉 きび砂糖

○牛乳 鶏もも肉 ○バター
○きな粉 ごま 鶏ひき肉

胡瓜 キャベツ 万能ねぎ
わかめ しょうが 南瓜

かつお・昆布だし汁 かつおだし汁
ノンオイルドレッシング　和風

しょうゆ 酢 しょうゆ（うすくち）
酒 食塩 おろしにんにく

きなこバター
サンド
牛乳

発芽玄米ご飯 魚のムニエル
れんこんと枝豆のサラダ 果物 スープ

米 ○ホットケーキ粉 ○油
○きび砂糖 発芽玄米 小麦粉

油 ○ココア マヨネーズ（卵）

あわご飯 炒り豆腐
はんぺんと胡瓜のおかか和え みそ汁

米 じゃがいも ○ホットケーキ粉
しらたき ○油 あわ

○きび砂糖 油 きび砂糖

○牛乳 厚揚げ 鶏ひき肉
はんぺん ○卵 ○豆乳 みそ
かつお節 絹ごし豆腐 ちくわ

玉葱 ○人参 人参 胡瓜 ねぎ
椎茸 ねぎ 焼きのり

煮干だし汁 しょうゆ ノンオイ
ルドレッシング　和風 みりん

○ベーキングパウダー

人参ケーキ
牛乳

○牛乳 ○黒棒カルシウム（卵・乳）
黒棒
牛乳

お弁当会

しらす青菜
おにぎり
お茶

中華あんかけ麺
春キャベツのナムル風サラダ 果物

ゆで中華めん ○米 ごま油
きび砂糖 ゆでうどん

豚肉 ちくわ ○しらす干し
オレンジ・ネーブル キャベツ

白菜 人参 もやし ねぎ ○大根葉
わかめ にんにく しょうが

かつお・昆布だし汁 しょうゆ
食塩 ○塩（並塩）

○牛乳 かれい 絹ごし豆腐
みそ かつお節

小松菜 南瓜 いんげん
人参 あおさ

かつおだし汁 しょうゆ みりん
しょうゆ（うすくち） 酒 ○食

塩 食塩

ポップコーン
牛乳

発芽玄米ご飯 西京焼き
青菜おかか和え アーサ汁

米 発芽米 ○ポップコーン
○油 砂糖

麦ご飯 鶏手羽とじゃが芋の煮物
ハンダマとほうれん草胡麻和え みそ汁

じゃがいも ○食パン
米 押麦 油 きび砂糖

○牛乳 鶏手羽元 みそ
油揚げ ツナ油漬缶

鶏もも肉

ほうれんそう 人参 コーン ねぎ
○いちごジャム はんだま
いんげん しょうが わかめ

かつおだし汁 ごまドレッシン
グ（ごま・卵） しょうゆ みり

ん

ジャムパン
牛乳



2021.3

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 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

野菜そぼろ煮 野菜と肉団子煮 野菜と肉団子煮 ペースト（大根・人参・白菜）
白菜のサラダ 白菜のサラダ 白菜のサラダマッシュ すまし汁
コーンスープ 果物 果物

コーンスープ スープ
午後おやつ はちゃぐみ 赤ちゃんせんべい

牛乳
02(火) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

魚のムニエル 魚のムニエル 魚のトマト煮 ペースト（白身魚・玉葱・トマト）
れんこんと枝豆のサラダ ひじきと枝豆のサラダ 人参マッシュ すまし汁

果物 果物 果物
スープ スープ スープ

午後おやつ ココアケーキ パンケーキ
牛乳

03(水) 昼食 散らし寿司 軟飯 全粥 つぶし粥
鶏のから揚げ 鶏野菜煮 肉だんご野菜煮 ペースト（キャベツ・南瓜）

きゅうりの酢の物 きゅうり和え きゅうりマッシュ そうめんくたくた汁
そうめん汁 そうめん汁 すまし汁

午後おやつ ひなあられ 赤ちゃんせんべい
カルピス

04(木) 昼食 肉きのこうどん 肉きのこうどん 煮込みうどん つぶし粥
揚げ豆腐のみそ焼き 豆腐のみそ焼き 豆腐のみそ煮込み くたくた煮うどん

果物 果物 果物 ペースト（豆腐・ほうれん草・人参）
午後おやつ わかめおにぎり わかめおにぎり

お茶
05(金) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

レバーの酢豚風 鶏野菜団子煮 鶏野菜団子煮 ペースト（人参・ほうれん草）
ごぼうサラダ サラダ サラダ すまし汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁
午後おやつ ヒラヤーチー ヒラヤーチー

お茶
06(土) 昼食 親子丼 軟飯 全粥 つぶし粥

ゆかりあえ 鶏野菜煮 鶏団子野菜煮 ペースト（玉葱・大根・ほうれん草）
みそ汁 大根あえ 大根マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁
午後おやつ クラッカーサンド クラッカーサンド

牛乳
08(月) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

炒り豆腐 豆腐バーグ煮 豆腐バーグ煮 ペースト（豆腐・玉葱・人参）
はんぺんと胡瓜のおかか和え 胡瓜のおかか和え 胡瓜マッシュ すまし汁汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁
午後おやつ 人参ケーキ 人参パウンドケーキ

牛乳
09(火) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

西京焼き 魚の味噌焼き 魚の味噌蒸し焼き ペースト（白身魚・小松菜・南瓜）
青菜おかか和え 青菜和え 青菜のマッシュ すまし汁

アーサ汁 アーサ汁 アーサ汁
午後おやつ おじや おじや

お茶
10(水) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鶏とじゃが芋の煮物 鶏とじゃが芋の煮物 鶏団子とじゃが芋の煮物 ペースト（じゃが・人参）
ハンダマとほうれん草胡麻和え ほうれん草和え すまし汁 すまし汁

みそ汁 すまし汁
午後おやつ ジャムパン ジャムパン

牛乳
11(木) 昼食 中華あんかけ麺 煮込みうどん つくね入り味噌煮込みうどん つぶし粥

春キャベツのナムル風サラダ 春キャベツサラダ 春キャベマッシュ ペースト（キャベツ・人参）
果物 果物 果物 くたくたうどん

午後おやつ しらす青菜おにぎり しらすおにぎり
お茶

12(金) 昼食 コーンクリームシチュー 軟飯 全粥 つぶし粥
サラダ コーンポトフ ポトフ ペースト（トマト・じゃが・ブロ）
果物 サラダ サラダ すまし汁
スープ 果物 果物

スープ スープ
午後おやつ 豆腐スコーン 豆腐パンケーキ

牛乳
13(土) 昼食 卒園式

午後おやつ 豆乳ウェハース 赤ちゃんせんべい
牛乳

15(月) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
野菜そぼろ煮 野菜と肉団子煮 野菜と肉団子煮 ペースト（大根・人参・白菜）
白菜のサラダ 白菜のサラダ 白菜のサラダマッシュ すまし汁
コーンスープ 果物 果物

コーンスープ スープ
午後おやつ はちゃぐみ 赤ちゃんせんべい

牛乳
16(火) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

魚のムニエル 魚のムニエル 魚のトマト煮 ペースト（白身魚・玉葱・トマト）
れんこんと枝豆のサラダ ひじきと枝豆のサラダ 人参マッシュ すまし汁

果物 果物 果物
スープ スープ スープ

午後おやつ ココアケーキ パンケーキ
牛乳

17(水) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鶏のから揚げ風 鶏野菜煮 肉だんご野菜煮 ペースト（キャベツ・南瓜）

きゅうりの酢の物 きゅうり和え きゅうりマッシュ そうめんくたくた汁
そうめん汁 そうめん汁 すまし汁

午後おやつ きなこバターサンド きなこバターサンド
牛乳

18(木) 昼食 弁当会 弁当会
午後おやつ 黒棒 赤ちゃんせんべい

牛乳
19(金) 昼食 三枚肉そば うどん 煮込みうどん つぶし粥

ほうれん草白和え ほうれん草白和え ほうれん草白和え ペースト（大根・人参・小松菜）
果物 果物 果物 くたくたうどん

午後おやつ わかめおかかおにぎり おかかおにぎり
お茶

22(月) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
炒り豆腐 豆腐バーグ煮 豆腐バーグ煮 ペースト（豆腐・玉葱・人参）

はんぺんと胡瓜のおかか和え 胡瓜のおかか和え 胡瓜マッシュ すまし汁汁
みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ 人参ケーキ パウンドケーキ
牛乳

23(火) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
西京焼き 魚の味噌焼き 魚の味噌蒸し焼き ペースト（白身魚・小松菜・南瓜）

青菜おかか和え 青菜和え 青菜のマッシュ すまし汁
アーサ汁 アーサ汁 アーサ汁

午後おやつ おじや おじや
お茶

24(水) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鶏とじゃが芋の煮物 鶏とじゃが芋の煮物 鶏団子とじゃが芋の煮物 ペースト（じゃが・人参）

ハンダマとほうれん草胡麻和え ほうれん草和え すまし汁 すまし汁
みそ汁 すまし汁

午後おやつ ジャムパン ジャムパン
牛乳

25(木) 昼食 中華あんかけ麺 煮込みうどん つくね入り味噌煮込みうどん つぶし粥
春キャベツのナムル風サラダ 春キャベツサラダ 春キャベマッシュ ペースト（キャベツ・人参）

果物 果物 果物 くたくたうどん
午後おやつ しらす青菜おにぎり しらすおにぎり

お茶
26(金) 昼食 コーンクリームシチュー 軟飯 全粥 つぶし粥

サラダ コーンポトフ ポトフ ペースト（トマト・じゃが・ブロ）
果物 サラダ サラダ すまし汁
スープ 果物 果物

スープ スープ
午後おやつ 豆腐スコーン 豆腐スコーン

牛乳
29(月) 昼食 タコライス 軟飯 全粥 つぶし粥

ポテトサラダ 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）
野菜スープ ポテトサラダ ポテトマッシュ すまし汁

野菜スープ 野菜スープ
午後おやつ バナナヨーグルト バナナヨーグルト

お茶
30(火) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

魚のみりん焼き 魚のみりん焼き 魚の蒸し焼き ペースト（白身魚・人参）
ひじきと人参炒め ひじきと人参炒め 人参マッシュ すまし汁

ゆし豆腐 豆腐すまし汁 豆腐すまし汁
午後おやつ スイートポテト さつま芋マッシュ

牛乳
31(水) 昼食 チキンカレーライス 軟飯 全粥 つぶし粥

チョップドサラダ チキンポトフ ポトフ ペースト（じゃが・人参・玉葱）
果物 胡瓜とチーズサラダ 胡瓜マッシュ 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 きなこバターサンド きなこバターサンド
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。

3月 離 乳 食 献 立 表
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