
H28.5月
　　管理栄養士

　　　高良江里奈
入園・進級で新しい環境の中、おもいきり色々な所に遊びに行く事もできず
こども達もご家族みんな疲れがたまってきているのではないでしょうか？

厨房の先生は、こども達の気持ちが少しでも楽しくなるように
美味しい給食やおやつを通して食べて元気になれたらいいな？と心を込めて作っています♪

例えば、できるだけ旬の野菜や栄養のある沖縄の食材を取り入れ、子どもでも食べやすいように工夫していま
す。

好き嫌いは成長の証しでもありますが、小さいうちに食べ物に興味をもつことが大切。
色々な食べ物を食べられるようになると、バランスのよい食事が摂れて風邪などもひきにくくなります。

そして元気な体や1日のリズム作りをするポイントは朝ごはん！
おにぎり+残りのみそ汁等に豆腐や卵等のたんぱく質もプラス。

キャベツ
ビタミンCやUが豊富。胃腸の調

子を整えます。生で食べたり、

スープなどは溶けだしたビタミン

を一緒に摂取できるのでおすすめ。

旬の春野菜

いんげん
ミネラルや食物繊維が豊富で栄

養バランスの良い野菜です。ア

スパラガスにも含まれるアミノ

酸「アスパラギン酸」も含まれ

ます。アスパラギン酸は疲労回

復やスタミナ増強に効果がある

とされます。

食べやすい☆の工夫
好き嫌いは誰でもあるもの。ミルクや母乳から少しずついろんな物を食べられるようになるまでは時間がかかりま

す。ミルクの甘味・うま味以外の物は食事を通して初めて知る味です。

風のうた保育園では食材チェック表を利用して少しづつ食べられるように確認しながら進めています。食材によっ

ては苦みがあるもの・硬いものなど食べにくいものもありますが、一工夫すると食べられることもあります。いく

つか紹介しますのでお家でも試してみてくださいね。

ゆでる・炒める・煮

る
苦みも和らぎ、柔らかく

消化も良くなります。

成長とともに硬さ・大き

さに変化を！

だしをきかす
鰹節や昆布や煮干しで

だしをきかすと塩分も

減らせます。だしの組

み合わせもおすすめ。

ミキサーして

混ぜ込む
細かくしたりミキサーし

てハンバーグに混ぜ込ん

だり、おやつに混ぜると

たべやすいです。

旬のものは

美味しい
旬の物は味も栄養価も高い

ので取り入れてみてくださ

い。特に沖縄の島野菜は栄

養価が高いのでおすすめ☆

からだ元気度チェック！
☑3食決まった時間に食べてるかな？

☑ごはんはしっかり食べてるかな？

☑毎日うんちは出ているかな？

☑朝の目覚めはいいかな？

☑ワハハと笑顔で笑っているかな？

おうちにいる時間が長いと1日のリズムが作りにくいですよね

リズムが崩れると体の中の働きも悪くなってしまいます。

菌やウィルスに負けないからだを作る基本は

「早寝早起き朝ごはん」

特におすすめはエネルギー源の元であり

腹持ちの良いごはん☆

そして、体を助けるビタミンエース（ACE）

緑黄色野菜や魚介類や果物、ナッツ等

ブロッコリーやピーマンはACEすべて含む野菜です♪

米麹で作る甘酒も体力の底上げにとてもおすすめですよ。

小さく切ったり

型取りする
形を変えると

食べやすくなります。

子どもと一緒に型抜きする

のも良いですね！

味付けを変える
カレー味やケチャップ味

（幼児食になってから）な

ど好きな味付けにしてみま

しょう。
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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♪

そして本日は離乳食の最初に何あげる？のお話。
離乳食を始めるサインが確認出来たらまずはおもゆやつぶし粥を一口から。
離乳食の初めての1口のポイントは4つ！

赤ちゃんのタイミングでニコニコ1口から始めて下さいな♪

さて次回は離乳食おかゆの次の進め方のお話です。。。

管理栄養士 高良江里奈
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×👆こんな形の物

は離乳初期には食

べにくいようです

〇👆こんな木の素材

やシリコンなど様々な

種類の物があります。

色々探してみて下さい

ね

②スプーンの大きさや形
スプーンの先端が、子どもの口角の1/2～2/3の
大きさで、ふちが滑らか（口唇への抵抗がない厚
さ）なもの。
また、唇で取り込みやすい深さがあり、ママパパ
が持ちやすい短すぎない柄の長さや形のものが
おすすめ。
又、ステンレスなどは舌に当たる時に冷たいと感
じてしまう事もあるようです。
メーカーによっていろいろな種類の物があります
のでいろいろ見てから選んでくださいね。

③とろみ具合
さらさら過ぎてもとりこみにくいので
ポタージュからヨーグルト状の固さに調
整します。
粥は10倍粥（米1に対し水10）のおも
ゆを別で少しとっておき
つぶし粥の固さを調整すると良いですよ。

④笑顔！！
あまり真剣になりすぎずに美味しいよ～
と笑顔であげる事。
もし嫌がるようなら無理してあげようとせ
ずまた別の日に伸ばしましょう。
お母さんが美味しいよ！と一緒に食べな
がらあげてもいいかもしれませんね。

①時間
午前中のご機嫌のいい時間、だい
たい10時くらいが目安です。
朝のミルクを飲んでいっぱい遊んで
お腹を空かせた頃にまず一口。
アレルギー症状や何か変化が起き
た時に病院に行けるように新しい食
材の時も午前中にあげましょう♪
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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
土

06
木

07
金

08
土

10
月

11
火

12
水

13
木

14
金

15
土

17
月

18
火

19
水

20
木

21
金

22
土

24
月

25
火

26
水

27
木

28
金

29
土

31
月

※3日～5日はゴールデンウィーク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。

焼きうどん・しょうゆ味 果物
胡瓜の梅だれ和え わかめすまし汁

ゆでうどん ○米 ○きび砂糖
油 ごま油 きび砂糖

黒棒
牛乳

ご飯 野菜炒め
厚揚げおかかしょうゆ みそ汁

米 ごま油

○牛乳 厚揚げ（生揚げ） 県産
豚肉(肩ロース) 米みそ（甘み
そ） かつお節（削り節） 絹ご

し豆腐 鶏ひき肉

白菜 キャベツ 玉葱 人参
ほうれんそう 干し椎茸

にんにく 生姜

煮干だし汁 ○黒棒カルシウム
かつおだし汁 しょうゆ 酒 食

塩　黒棒

発芽玄米ご飯 鶏肉の照り焼き
ほうれん草とコーンのバター炒め

レタススープ

○じゃがいも 米 発芽米 ○油
油 片栗粉

○牛乳 鶏もも肉 バター

ほうれんそう 玉葱 レタス コー
ン

いんげん ねぎ 生姜 にんにく
焼きのり ○あおのり 南瓜

煮干だし汁 しょうゆ みりん
酒 食塩 ○食塩

フライドポテト
牛乳

豚肉 卵 ○豚ひき肉 ○みそ
かつお節 鶏ひき肉

キャベツ 胡瓜 人参 大根 玉葱
万能ねぎ うめ干し ねぎ カット
わかめ にんにく 生姜　オレン

ジ

かつおだし汁 しょうゆ みり
ん ○みりん しょうゆ（うす

くち） 食塩

あんだんすーおにぎり
お茶

チーズサンド
牛乳

ご飯 島ラッキョウと豚肉のうまみ炒め
塩こんぶ和え みそ汁

米 ○ホットケーキ粉 油
○きび砂糖 ○ココア ごま油

○牛乳 県産豚肉(肩ロース) 厚
揚げ（生揚げ） ○卵 ○無塩バ

ター 米みそ（甘みそ）

大根 玉葱 赤ピーマン ごぼう
人参 万能ねぎ 塩こんぶ にんに

く
生姜 ほうれんそう　島ラッキョ

ウ

かつおだし汁 しょうゆ 食塩

親子丼 ゴーヤスパサラダ
みそ汁

米 ○玄米フレーク（玄米）
サラスパ ○コーンフレーク

きび糖

ココアケーキ
牛乳

麦ご飯 鮭の塩焼き
サラダ すまし汁

米 ○食パン じゃがいも 押麦
○マヨネーズ オリーブ油

○牛乳 さけ ○チーズ たら
レタス 小松菜 トマト

えのきたけ 黄ピーマン 人参
にんにく 生姜 あおのり

かつおだし汁 青しそドレッシ
ング しょうゆ（うすくち）

食塩

野菜チキンカレー 蒸し野菜サラダ
果物 野菜スープ

米 ○ホットケーキ粉 油
○牛乳 鶏もも肉 ○絹ごし豆腐

○バター 鶏ひき肉

りんご 玉葱 冬瓜 南瓜 なす
人参 トマト ピーマン

セロリー 生姜

かつおだし汁 カレールウ ノ
ンオイルドレッシング　和風
しょうゆ 食塩 おろしにんに

く パセリ粉

豆腐スコーン
牛乳

○ヨーグルト(無糖) 鶏もも肉
卵 ツナ油漬缶 米みそ（甘み

そ） 油揚げ

玉葱 ゴーヤ いんげん 人参
ねぎ カットわかめ にんにく

生姜 ほうれんそう 南瓜

かつおだし汁 青しそドレッシ
ング しょうゆ みりん

コーンフレークヨーグル
ト
お茶

レアチーズケーキ
お茶

三枚肉そば 甘酢和え 果物
沖縄そば ○米 きび砂糖

ゆでうどん
豚(骨･茹) 県産豚三枚肉 ○さけ

かまぼこ 鶏ひき肉

オレンジ 大根 胡瓜 ねぎ
○焼きのり わかめ にんにく
生姜 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 食塩 酒 かつ

おだし汁

あわご飯 西京焼き ひじき炒め
具だくさん汁

米 ○ホットケーキ粉 しらたき
あわ ○きび砂糖 油 きび糖

鮭おにぎり
お茶

お弁当会 ○きび砂糖
○生クリーム ○ヨーグルト(無
糖) ○クリームチーズ ○バター

○ゼラチン
○ブルーベリー ○レモン果汁

ご飯 ひき肉じゃが
人参しりしり みそ汁

米 じゃがいも ○強力粉
○黒砂糖 油 きび砂糖

○牛乳 鶏ひき肉 卵
みそ（淡色辛みそ）

玉葱 人参 ねぎ にら
わかめ にんにく 生姜 コーン

かつおだし汁 しょうゆ みり
ん ○じゅうそう 食塩

アガラサー
牛乳

○牛乳 かれい 豚肉 ○豆乳
○絹ごし豆腐 大豆 ○卵 みそ

 ○きな粉

人参 白菜 いんげん ごぼう ひ
じき 万能ねぎ にら にんにく

生姜

かつおだし汁 しょうゆ みり
ん 酒 食塩 ○ベーキングパウ

ダー

きな粉ドーナツ
牛乳

黒棒
牛乳

ご飯 マーボー豆腐
切干し大根サラダ コーンスープ

米 ○きび砂糖 片栗粉 ごま油
きび砂糖 油

木綿豆腐 豚ひき肉 卵 ハム
みそ 鶏ひき肉

○ぶどう濃縮果汁 クリームコーン
缶 長ネギ 胡瓜 人参 いんげん 切
り干し大根 レモン果汁 にら 生姜
にんにく ほうれんそう（冷凍）

かつおだし汁 しょうゆ 酒 ケ
チャップ 食塩

焼きうどん・しょうゆ味 果物
胡瓜の梅だれ和え わかめすまし汁

ゆでうどん ○米 ○きび砂糖
油 ごま油 きび砂糖

ぶどうゼリー
お茶

ご飯 野菜炒め
厚揚げおかかしょうゆ みそ汁

米 ごま油
○牛乳 厚揚げ 豚肉 みそ

かつお節 絹ごし豆腐 鶏ひき肉

白菜 キャベツ 玉葱 ほうれんそ
う 人参 干ししいたけ にんにく

生姜

煮干だし汁 ○黒棒カルシウム
かつおだし汁 しょうゆ 酒 食

塩　黒棒

発芽玄米ご飯 鶏肉の照り焼き
ほうれん草とコーンのバター炒め

レタススープ

○じゃがいも 米 発芽米 ○油
油 片栗粉

○牛乳 鶏もも肉 バター

ほうれんそう 玉葱 レタス コー
ン

いんげん ねぎ 生姜 にんにく
焼きのり ○あおのり 南瓜

煮干だし汁 しょうゆ みりん
酒 食塩 ○食塩

フライドポテト
牛乳

豚肉 卵 ○豚ひき肉 ○みそ
かつお節 鶏ひき肉

キャベツ 胡瓜 人参 大根 玉葱
万能ねぎ うめ干し ねぎ カット
わかめ にんにく 生姜　オレン

ジ

かつおだし汁 しょうゆ みり
ん ○みりん しょうゆ（うす

くち） 食塩

あんだんすーおにぎり
お茶

チーズサンド
牛乳

ご飯 島ラッキョウと豚肉のうまみ炒め
塩こんぶ和え みそ汁

米 ○ホットケーキ粉 油
○きび砂糖 ○ココア ごま油

○牛乳 豚肉 厚揚げ ○卵
○無塩バター みそ

大根 玉葱 赤ピーマン ごぼう
人参 万能ねぎ 塩こんぶ にんに
く 生姜 ほうれんそう 島ラッ

キョウ

かつおだし汁 しょうゆ 食塩
ココアケーキ

牛乳

麦ご飯 鮭の塩焼き
サラダ すまし汁

米 ○食パン じゃがいも 押麦
○マヨネーズ オリーブ油

○牛乳 さけ
○チーズ 白身魚

レタス 小松菜 トマト えのきた
け 黄ピーマン 人参 にんにく

生姜 あおのり

かつおだし汁 青しそドレッシ
ング しょうゆ（うすくち）

食塩

コーンフレーク
ヨーグルト

お茶

野菜チキンカレー 蒸し野菜サラダ
果物 野菜スープ

米 ○ホットケーキ粉 油
○牛乳 鶏もも肉 ○絹ごし豆腐

○バター 鶏ひき肉

りんご 玉葱 冬瓜 南瓜 なす 人
参 トマト ピーマン セロリー

生姜

かつおだし汁 カレールウ ノ
ンオイルドレッシング　和風
しょうゆ 食塩 おろしにんに

く パセリ粉

豆腐スコーン
牛乳

親子丼 ゴーヤスパサラダ
みそ汁

アガラサー
牛乳

あわご飯 まぐろカツ
もずく酢 ゆし豆腐

米 ○食パン ○小麦粉 小麦粉
きび糖 揚げ油 パン粉 あわ

○牛乳 ゆし豆腐 まぐろ
○卵 ○バター みそ
絹ごし豆腐 たら

もずく キャベツ 胡瓜 ねぎ レ
モン果汁 にんにく 生姜

かつおだし汁 中濃ソース 酢
しょうゆ 塩（並塩）

米 じゃがいも ○強力粉
○黒砂糖 油 きび砂糖

○牛乳 鶏ひき肉 卵
みそ

玉葱 人参 ねぎ にら カットわ
かめ にんにく 生姜 コーン缶

かつおだし汁 しょうゆ みり
ん ○じゅうそう 食塩

○ヨーグルト(無糖) 鶏もも肉
卵

ツナ みそ 油揚げ

玉葱 にがうり・ゴーヤ いんげ
ん 人参 ねぎ カットわかめ に
んにく 生姜 ほうれんそう（冷

凍） 南瓜（冷凍）

かつおだし汁 青しそドレッシ
ング しょうゆ みりん

日付 献立

米 ○玄米フレーク（玄米）
サラスパ ○コーンフレーク

きび糖

3時おやつ

鶏みそすき丼 サラダ
もずくスープ

米 きび砂糖
○牛乳 木綿豆腐 鶏もも肉

○チーズ みそ しらす

○バナナ 玉葱 ブロッコリー 白
菜 長ネギ もずく 人参 コーン
缶 赤ピーマン 万能ねぎ にら

にんにく 生姜

かつおだし汁 ノンオイルド
レッシング　和風 みりん
しょうゆ（うすくち） 酒

しょうゆ 食塩

バナナ
スティックチーズ

牛乳

ぶどうゼリー
お茶

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

ご飯 マーボー豆腐
切干し大根サラダ コーンスープ

米  片栗粉
ごま油 きび砂糖 油

木綿豆腐 豚ひき肉 卵 ハム 米
みそ（淡色辛みそ） 鶏ひき肉

○ぶどう濃縮果汁 クリームコーン
長ネギ 胡瓜 人参 いんげん

切干大根 レモン にら 生姜 にんに
く ほうれんそう

かつおだし汁 しょうゆ 酒 ケ
チャップ 食塩

ビスキュイトースト
牛乳

ご飯 ひき肉じゃが
人参しりしり みそ汁
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風のうた保育園
日付 時間帯 完了期 離乳食　後期 離乳食　中期 離乳食　初期
01(土) 昼食 鶏みそすき丼 軟飯 全粥 つぶし粥

サラダ 鶏みそ煮 鶏団子みそ煮 ペースト(玉葱・人参・豆腐・ブロ)
もずくスープ サラダ サラダマッシュ すまし汁

もずくスープ スープ
午後おやつ バナナ バナナ

スティックチーズ
牛乳

06(木) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
ひき肉じゃが じゃがつくね煮 じゃがつくね煮 ペースト(人参・じゃが）
人参しりしり 人参炒め煮 人参マッシュ すまし汁
みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ アガラサー 蒸しパン（離乳）
牛乳

07(金) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
魚ソティ 魚の蒸し煮 魚マッシュ ペースト(白身魚・キャベツ・人参)
もずく酢 胡瓜和え 胡瓜マッシュ すまし汁
ゆし豆腐 豆腐みそ汁 豆腐みそ汁

午後おやつ バタートースト バタートースト
08(土) 昼食 親子丼 軟飯 全粥 つぶし粥

ゴーヤスパサラダ 鶏野菜煮 鶏団子野菜煮 ペースト(玉葱・ほうれん草・人参)
みそ汁 マカロニ野菜煮 マカロニ野菜マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁
午後おやつ コーンフレークヨーグルト シリアルヨーグルト

お茶
10(月) 昼食 野菜チキンポトフ 軟飯 全粥 つぶし粥

蒸し野菜サラダ 鶏野菜ポトフ 鶏野菜ポトフ ペースト(冬瓜・人参・南瓜)
果物 蒸し野菜サラダ 蒸し野菜マッシュ 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 豆腐スコーン 豆腐スコーン
牛乳

11(火) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
鮭の塩焼き 白身魚の蒸し焼き 白身魚の蒸し焼き ペースト(白身魚・ブロ・人参)
サラダ サラダ サラダマッシュ すまし汁
すまし汁 すまし汁 麩の味噌汁

午後おやつ チーズサンド チーズサンド
牛乳

12(水) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
野菜と豚肉のうまみ炒め 野菜と鶏団子煮 野菜炒め煮 ペースト(人参・大根・豆腐)

塩こんぶ和え 大根マッシュ 大根マッシュ 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

13(木) 昼食 焼きうどん・しょうゆ味 煮込みうどん 煮込みうどん つぶし粥
きゅうりの梅だれ和え きゅうり和え 胡瓜マッシュ ペースト(きゃべ・人参・大根)
わかめすまし汁 果物 果物 くたくた煮うどん

果物
午後おやつ あんだんすーおにぎり おにぎり

お茶
14(金) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鶏肉の照り焼き 鶏肉の照り焼き 鶏団子のの照り焼き ペースト（玉葱・ほうれん草）
ほうれん草とコーンのバター炒め ほうれん草とコーンのバター炒め ほうれん草マッシュ すまし汁

レタススープ レタススープ レタススープ
午後おやつ ベイクドポテト マッシュポテト

牛乳
15(土) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

野菜炒め 野菜と肉団子の煮物 野菜と肉団子の煮物 ペースト(白菜・キャベツ・人参)
厚揚げおかかしょうゆ 豆腐煮 豆腐マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁
午後おやつ 赤ちゃんせんべい 赤ちゃんせんべい

牛乳
17(月) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

マーボー豆腐 豆腐バーグ煮 豆腐バーグ煮 ペースト(絹ごし豆腐・人参)
切干し大根サラダ 野菜サラダ 野菜マッシュ すまし汁
中華風コーンスープ コーンスープ すまし汁

午後おやつ ぶどうゼリー　 ぶどうゼリー　
お茶

18(火) 昼食 あわご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
西京焼き 魚の味噌蒸し焼き 魚の味噌蒸し煮 ペースト(白身魚・人参)
ひじき炒め ひじき炒め 野菜マッシュ すまし汁
具だくさん汁 具だくさんだんご汁 具だくさんだんご汁

午後おやつ きな粉ドーナツ きな粉パンケーキ
牛乳

19(水) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
ひき肉じゃが じゃがつくね煮 じゃがつくね煮 ペースト(人参・じゃが）
人参しりしり 人参炒め煮 人参マッシュ すまし汁
みそ汁 みそ汁 みそ汁

午後おやつ アガラサー 蒸しパン（離乳）
牛乳

20(木) 昼食 お弁当会 お弁当会
午後おやつ レアチーズケーキ ヨーグルト

お茶
21(金) 昼食 三枚肉そば 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)
果物 果物 果物 くたくた煮うどん

午後おやつ 鮭おにぎり おにぎり
お茶

22(土) 昼食 親子丼 軟飯 全粥 つぶし粥
ゴーヤスパサラダ 鶏野菜煮 鶏団子野菜煮 ペースト(玉葱・ほうれん草・人参)

みそ汁 マカロニ野菜煮 マカロニ野菜マッシュ すまし汁
みそ汁 みそ汁

午後おやつ コーンフレークヨーグルト シリアルヨーグルト
お茶

24(月) 昼食 野菜チキンポトフ 軟飯 全粥 つぶし粥
蒸し野菜サラダ 鶏野菜ポトフ 鶏野菜ポトフ ペースト(冬瓜・人参・南瓜)

果物 蒸し野菜サラダ 蒸し野菜マッシュ 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 豆腐スコーン 豆腐スコーン

牛乳
25(火) 昼食 麦ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鮭の塩焼き 白身魚の蒸し焼き 白身魚の蒸し焼き ペースト(白身魚・ブロ・人参)
サラダ サラダ サラダマッシュ すまし汁
すまし汁 すまし汁 麩の味噌汁

午後おやつ チーズサンド チーズサンド
牛乳

26(水) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥
野菜と豚肉のうまみ炒め 野菜と鶏団子煮 野菜炒め煮 ペースト(人参・大根・豆腐)

塩こんぶ和え 大根マッシュ 大根マッシュ 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

27(木) 昼食 焼きうどん・しょうゆ味 煮込みうどん 煮込みうどん つぶし粥
きゅうりの梅だれ和え きゅうり和え 胡瓜マッシュ ペースト(きゃべ・人参・大根)
わかめすまし汁 果物 果物 くたくた煮うどん

果物
午後おやつ あんだんすーおにぎり おにぎり

お茶
28(金) 昼食 発芽玄米ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

鶏肉の照り焼き 鶏肉の照り焼き 鶏団子のの照り焼き ペースト（玉葱・ほうれん草）
ほうれん草とコーンのバター炒め ほうれん草とコーンのバター炒め ほうれん草マッシュ すまし汁

レタススープ レタススープ レタススープ
午後おやつ ベイクドポテト マッシュポテト

牛乳
29(土) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

野菜炒め 野菜と肉団子の煮物 野菜と肉団子の煮物 ペースト(白菜・キャベツ・人参)
厚揚げおかかしょうゆ 豆腐煮 豆腐マッシュ すまし汁

みそ汁 みそ汁 みそ汁
午後おやつ 赤ちゃんせんべい 赤ちゃんせんべい

牛乳
31(月) 昼食 ご飯 軟飯 全粥 つぶし粥

マーボー豆腐 豆腐バーグ煮 豆腐バーグ煮 ペースト(絹ごし豆腐・人参)
切干し大根サラダ 野菜サラダ 野菜マッシュ すまし汁
中華風コーンスープ コーンスープ すまし汁

午後おやつ ぶどうゼリー　　※ ぶどうゼリー　　※
お茶

※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日(日)～6日（水）はゴールデンウイーでお休みです。

離 乳 食 献 ⽴ 表

スムーズに離乳食・幼児食を進める為,ご協力よろしくお願いします。
アレルギーの問題等もあり、園で使う食材は、まずご家庭で口にしてから進めていきますので、

スムーズに離乳食を進める為,に離乳食食材チェック表で各期に使われる食材と献立表の食材をご確認の上
前日までには食され保育士へ伝えてチェックするようご協力よろしくお願いいたします。

※食材の都合により献立を変更する場合があります。
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