日

献立名

乳児の
果物

1(月)

御飯 チンジャオロース トマト
わかめスープ

りんご

2(火)

御飯 さわらのトマト焼き 若竹煮
なめこ汁

りんご

6(土)
8(月)
9(火)

御飯 きつねうどん 鶏肉と里芋煮
御飯 鶏肉のマーマレード焼き 切り干し大根
の甘酢和え ◎納豆汁
●ハヤシライス 温野菜サラダ（和風）

バナナ

幼児の
果物
りんご

おやつ

●お好み焼き
（じゃこ＆チーズ）
バナナ

●スイートポテト

りんご
りんご

ししじゅーしーおにぎり
りんご

（乳児）おはぎ

（幼児）よもぎだんご

10(水)

りんご

天かす焼きそば

11(木)

御飯 マーボー豆腐 りんごと白菜のサラダ
すまし汁（わかめ）

りんご

●スキムバナナケーキ

御飯 ●ポークビーンズ

13(土)

御飯 煮込みラーメン かぼちゃの含め煮

りんご

りんご

菜飯おにぎり
＆えだまめ

バナナ

バナナ

●ほうれん草パン
（ハム）

御飯 こんぶの佃煮 ●クリームシチュー

15(月) 湯葉サラダ

●フルーツヨーグルト
（ﾊﾞﾅﾅ、ﾘﾝｺﾞ、ﾊﾟｲﾝ、黄桃）

りんご

たけのこ御飯 さわらの照り焼き

16(火) 切り干し大根の煮物

さつま汁

りんご

りんご

●小倉まっちゃケーキ

御飯 ●煮込みハンバーグ 海藻サラダ

17(水) ●コーンスープ

りんご

さつまいもスティック

りんご

おはぎ

りんご

みかんゼリー
＆クラッカー

御飯 さけの竜田揚げ ひじきサラダ

18(木) みそ汁（ふ）
御飯 牛肉のつくだ煮 きゅうりと油揚げのご
そうめん汁

19(金) まみそ和え
20(土)

ドライカレー わかめスープ
御飯 ◎八宝菜 かぼちゃの含め煮

22(月) すまし汁（わかめ）

御飯 豚肉のしょうが焼き ほうれん草の磯辺
みそ汁（さつまいも）

23(火) 和え

バナナ

りんご

●黒ごまクッキー

りんご

かつおおにぎり
＆えだまめ

25(木)

●チキンカレーライス（かぼちゃ）
春野菜サラダ（ｱｽﾊﾟﾗ入り、和風）

りんご

御飯 鶏肉のからあげ きゅうりとコーンのツ
すまし汁（ふ）

りんご

チキンライス わかめスープ
御飯 さわらのカレー焼き 炒り豆腐

29(月) そうめん汁

バナナ

りんご

バナナ

りんご

かやく御飯 小松菜のきのこ和え

30(火) みそ汁（豆腐）
31(水)

りんご

御飯 じゃがいもの中華炒め トマト
なめこ汁

●ジャムサンド
（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ）
マカロニきなこ

24(水)

27(土)

バナナ

りんご

御飯 さけのトマト焼き ●ジャーマンサラ
ダ 春雨スープ

26(金) ナサラダ

血や肉や骨になるもの

りんご

りんご

体の調子を良くするもの

豚肉 ●牛乳 めざし(焼き)

ピーマン にんじん たけのこ たまねぎ トマト
わかめ 干ししいたけ 青ねぎ りんご だいこん
（葉）
米 じゃがいも 砂糖 お好 さわら みそ(米) ●牛乳 ちり たけのこ にんじん こんにゃく(板) わかめ さや
み焼き粉
めんじゃこ ●チーズ
えんどう なめこ えのきたけ しめじ たまねぎ
青ねぎ キャベツ あおのり
米 うどん 里芋 砂糖 さつ 油あげ 鶏肉 ●牛乳
はくさい にんじん 青ねぎ 三度豆 バナナ
まいも ●生クリーム
●バター
米 ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞｼﾞｬﾑ 砂糖

御飯 ぶりのみそ漬け焼き 高野豆腐の含め
煮 ワンタンスープ

12(金) 春野菜サラダ（ｱｽﾊﾟﾗ入り、和風）

熱と力になるもの

ゆかりと大根葉おにぎり 米 砂糖 かたくり粉 油
＆めざし（乳児はにぼし）

鶏肉 ちりめんじゃこ ◎挽きわ
り納豆 みそ(米) ●牛乳 豚ミ
ンチ 糸切り昆布
米 じゃがいも 油 砂糖 白 豚肉 ツナ缶 ●牛乳 ゆであ
玉粉
ずき缶 きな粉

にんにく 切り干し大根 にんじん きゅうり 大根
えのきたけ なめこ 青ねぎ 干ししいたけ

✿食べることが楽しみになりますように✿
子どもたちが食べやすいように、見ても食べてもおいしいと感じられる
「遊んで・食べて・休息をとるというリズム」

米 じゃがいも 砂糖 油

たまねぎ にんじん グリンピース キャベツ ブ
ロッコリー コーン缶 りんご よもぎ

昆布 鶏肉 湯葉(干し) ●牛
乳
●ヨーグルト

たまねぎ にんじん マッシュルーム コーン缶
レタス きゅうり キャベツ りんご 黄桃缶 ﾊﾟｲﾝ
缶 バナナ
米 砂糖 さつまいも ●ﾎｯﾄ 油あげ さわら 豚肉 みそ(米) たけのこ えんどう豆 しょうが 切り干し大根 に
ｹｰｷﾐｯｸｽ
●牛乳 ゆであずき缶
んじん たまねぎ 青ねぎ
米 パン粉（卵・乳不使用）
かたくり粉 砂糖 油 さつま
いも
米 砂糖 かたくり粉 油 ふ
もち米

鶏ミンチ 豚ミンチ 豆腐(木綿)
●スキムミルク ●バター
●牛乳
さけ 干しひじき ツナ缶 みそ
(米) ●牛乳 つぶあん きな
粉
米 砂糖 油 かたくり粉 白 牛肉 油あげ みそ(米)
ゴマ そうめん クラッカー
●牛乳 ゼラチン

たまねぎ にんじん トマト缶 海藻ミックス きゅ
うり レタス キャベツ コーン缶 パセリ

米 油 ●食パン ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰ 豚ミンチ ●牛乳
ｼﾞｬﾑ

たまねぎ にんじん ピーマン にんにく しょうが
わかめ 干ししいたけ 青ねぎ バナナ

生活リズム「５つの定点」
（ 沖縄の炊き込みご飯です☆ ）
朝食の時間
＜材料＞
米３合分 昼食の時間 夕食の時間
寝る時間
起きる時間
・豚ミンチ・・・・・・・・・・１００ｇ
５つの定点を急がず、ゆっくり方向づけることが子どもにとって大切で
・刻み昆布（糸こんぶ）・・・１０ｇ（乾物で）
す。不規則になると、体内リズムが安定せず、朝からぼーっとしたり肥
・人参・・・・・・・・・・・・・１００ｇ（中なら1/2本、小なら1本）
満の傾向が出てきたりしてしまいます。
・干ししいたけ・・・・・・１０ｇ（２〜３枚） ※戻し汁も使います。
夜は遅寝をせずに早く寝て、睡眠時間をバッチリとりましょう。そうすれ
ば、自然に早起きできます。３度の食事と１回の午後のおやつが基本
です。体内リズムが整うと、毎日元気に活動できます。
＜調味料＞

ごぼう たまねぎ しょうが きゅうり はくさい に
んじん 干ししいたけ チンゲンサイ みかん缶

食べられるものを増やすほうが楽しい
・みりん・・・・・・・・・・大さじ1.5

米 油 砂糖 かたくり粉 マ 豚肉 ◎えび ◎いか ●牛乳 はくさい たまねぎ にんじん たけのこ 干ししい
カロニ ｹｰｷｼﾛｯﾌﾟ
きな粉
たけ しょうが かぼちゃ わかめ 青ねぎ
米 砂糖 油 かたくり粉 さ 豚肉 のり みそ(米) ●牛乳
つまいも 小麦粉 黒ゴマ
●無塩バター

たまねぎ もやし しょうが ほうれんそう キャベ
ツ にんじん 糸こんにゃく 青ねぎ

米 じゃがいも はるさめ(緑
豆)

さけ ベーコン(豚) ●バター
●牛乳 かつおのふりかけ

たまねぎ コーン缶 にんじん キャベツ 青ねぎ
えだまめ

米 砂糖 油 じゃがいも

鶏肉 ハム ●牛乳

かぼちゃ たまねぎ にんじん グリンピース
キャベツ ブロッコリー アスパラガス コーン缶
りんご
しょうが にんにく わかめ きゅうり キャベツ
コーン缶 たまねぎ にんじん 青ねぎ

米 砂糖 かたくり粉 油 ふ 鶏肉 ツナ缶 ●牛乳 ハム
●かぼちゃパン

●ココアケーキ

米 油 ●ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 砂 鶏肉 ●牛乳 ●スキムミルク たまねぎ にんじん ピーマン わかめ 干ししい
糖
たけ 青ねぎ バナナ

●ジャムサンド
（ｲﾁｺﾞｼﾞｬﾑ）

米 砂糖 そうめん ●食パ
ン ｲﾁｺﾞｼﾞｬﾑ

さわら 豆腐(木綿) 鶏ミンチ
●牛乳

しょうが にんにく にんじん たまねぎ 干ししい
たけ 三度豆 チンゲンサイ

米 砂糖 油 白ゴマ

鶏肉 油あげ かつお節 豆腐
(絹ごし) みそ(米) ●牛乳
めざし(焼き)
豚肉 みそ(米) ●牛乳
●ヨーグルト

こんにゃく(板) ごぼう にんじん こまつな キャ
ベツ しめじ たまねぎ 青ねぎ りんご わかめ

米 じゃがいも 油 ごま油
砂糖 ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ

ししじゅーしー

生活リズムを整えましょう

しょうが にんじん きゅうり キャベツ えだまめ
たまねぎ 青ねぎ

●かぼちゃパン
（ハム）

●バナナヨーグルト
（ﾌﾞﾙｰﾍﾞﾘｰｼﾞｬﾑ）

５月

食事作りをひとつひとつ丁寧にと心がけていきます。 おやつも大切な
仲間と一緒に、いっぱい遊んでお腹がすいたら、美味しいごはんが
食事のひとつ。食事を補うものと考えて腹持ちの良いものを中心に手作
待っている。しっかり食べて満足したら、たっぷりお昼寝をする。この
りしています。 子どもたち自身が自分で作ることもたくさん経験できた
繰り返しの中で、心もからだも豊かに大きく育っていくんだなぁと子
らなと考えていますので、どうぞよろしくお願い致します。
どもたちを見て感じます。
しっかり遊んで、たくさん食べて、大きくなってね♪
調理一同
米 砂糖 ワンタンの皮 天 ぶり みそ(米) 高野豆腐 豚 にんじん 三度豆 大根 青ねぎ キャベツ もや 「きょうのおやつはなんですか？」とお昼もまだ食べていないのにお
かす 中華めん
肉 ●牛乳 かつお節
し あおのり
やつのことを聞きに来る子どもの言葉にいつも笑ってしまいます。
食事やおやつを楽しんで食べられるようお手伝いしていけたらなと
米 砂糖 油 かたくり粉
豆腐(木綿) 豚ミンチ みそ(米) たまねぎ にんじん グリンピース 干ししいたけ
思っています。
旬のものを食べると、心も体も喜びます♪
●ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ
●牛乳 ●スキムミルク
しょうが りんご はくさい ほうれんそう わかめ
青ねぎ バナナ
寒さに耐え、冬の間にエネルギーをしっかりとためこんだ春野菜は、
米 じゃがいも 砂糖 油
豚肉 大豆 ●バター ハム
たまねぎ にんじん グリンピース トマト缶 キャ
冬眠状態からの再生をうながす「気付け薬」です。体の新陳代謝をさか
●牛乳 ちりめんじゃこ
ベツ ブロッコリー アスパラガス コーン缶 りん
んにする「旬の気」のエネルギーがいっぱい詰まっています。
ご だいこん（葉） えだまめ
冷めてもとってもおいしいのでお弁当にぴったり♪
『春』
絹さや えんどう豆 アスパラガス
米 中華めん 砂糖 ●ほう 豚肉 ●牛乳 ハム
キャベツ もやし にんじん 干ししいたけ 青ね
子どもたちにも大人気メニューのレシピです。
日本かぼちゃ 春キャベツ たけのこ
れん草パン
ぎ かぼちゃ バナナ

ポテトフライ

わかめおにぎり
＆めざし（乳児はにぼし）

H29．

にんじん ピーマン トマト なめこ えのきたけ
しめじ たまねぎ 青ねぎ バナナ

・砂糖・・・・・・・・・・・大さじ1

苦手なものは誰にでもあります。その中で食わず嫌い、つまり経験がな
・酒・・・・・・・・・・・・・大さじ1
いから食べられないものもあります。それを避けるために、子どもが食
・こい口しょうゆ・・・・大さじ1.5
べなかったものも食卓にあげ、家族はおいしそうに食べる、保育園でお
・うす口しょうゆ・・・・大さじ1
友達が食べるのを見ることは、実際に食べなくても大事な経験です。調
理の工夫で食べられたり、嫌がるときは無理強いせずに待つことも大
＜作り方＞
切です。口の動きや体が発達してくると自然に食べられる時期がきま
す。いろんな食べものに触れてみてください。
① 刻み昆布と干ししいたけは前もって水に戻しておく。
食事は楽しいものになるよう子どもを信じて待ってみましょう。
② 米はといで水に漬けておく。

③ 戻した糸こんぶ、しいたけ、人参は細かめに切る。
④ 豚ミンチと③を炒め、調味料としいたけの戻し汁も
☆レシピ紹介☆
子供たちに大人気の和のおやつです♪
加えて野菜がやわらかくなるまで煮る。
おはぎ
⑤ 火を止め、少し冷めたらザルにあげ、その煮汁と水を
炊飯器の３合ラインまで入れ、普通に炊飯する。
小さなお子様でも食べやすいように普通の白米ともち米を合わせて
（※煮汁は冷めてから、または氷を入れて冷まして使うとよ
炊いています。もち米のみだと乳児は噛みにくく、飲み込みが難しい
い）
ので調整して作っています。
⑥ 炊きあがったら、具を混ぜて完成！

＜材料＞（５ｾﾝﾁのたわら型×約10個分）
・もち米・・・200ｇ

もち米を加えて、もっちりおこわ風にしてもおいしいですよ♪
・白米・・・・100ｇ
・水・・・・・・２合ラインまで（米の重量の1.3倍ほどの水がめやす）
・つぶあん・・・200g（かためのものがよい、量はお好みでOK♪）
・きな粉・・・・30g（←同量の砂糖と塩少々と合わせておく）

＜作り方＞
お知らせ
①白米ともち米は合わせて洗い、炊飯器で普通炊きする。
おやつのおにぎりには「めざし」や「えだまめ」をつけるようにして
②米が炊きあがったら蒸らした後、熱いのでフタを開けて少し冷ます。
います。骨ごと食べられるので良いのと、しっかりとした噛みごたえ
③水で手をぬらしながら手のひらにご飯を広げ、中心につぶあんを包
があるので噛む力がつきます。１、２歳児さんは食べやすい小魚（に
み込むようにしてきゅっと丸める。
ぼし）にしています。えだまめはお豆が飛び出さないようにそ〜っと
④あとはきな粉砂糖にからめれば出来上がり！
出してみたりと楽しみながら食べられ、手先が器用になることにもつ
ながります。ご家庭でもセットで出してみてはいかがでしょうか♪
たくさん作りたい方は分量を倍などに増やしてくださいね♪

おやつには毎日牛乳が出ます。乳製品や乳成分を含むものには●印をつけています。／ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ・ﾌﾗｲものには卵を使わず、おいしく仕上げます。
（ﾏﾖﾈｰｽﾞは卵不使用のものに変更）（おやつの食ﾊﾟﾝ・ｹｰｷ・ｸｯｷｰには卵を使用していません。）

平成２９年４月２８日発行

