
 

 寒い季節になってきました。朝晩の寒暖差や日中の気温の差が大きいと体調を崩しやすくなります。

また、風邪が流行する季節になってきます。うがい・手洗いで風邪予防をし、栄養バランスのとれた食事で

風邪をひかない元気なからだを作りましょう！ 

　風邪を防ぐには、免疫機能を高めること、身体をあたためることが大切です。ビタミン・ミネラルを十分に

とり、バランスの良い食事をとることが風邪の予防になります。

あったかいものを食べて身も心もポカポカにしていきましょう～～♪

・身体をあたためるメニュー・・・鍋・おでん・うどん・雑炊・スープ・スープ煮・シチュー・グラタンなど

・身体をあたためる食品・・・ネギ・ニラ・タマネギ・ショウガ・ニンニク・カボチャ・ゴボウ・ニンジン

　　　　　　　　　　　　　　　ダイコンなど

　”ごぼう”は一年中店頭に並びますが、旬は11月～1月頃です。また、春先から初夏にかけて出回る「新ごぼう」は

冬のごぼうよりも一回り小さく、柔らかく香りも良いのが特徴です。

ごぼうの原産地は中国、ヨーロッパ、シベリアあたりで、日本には平安時代に中国から薬草として渡来したと言われています。

その後、日本では食用作物として栽培されるようになりましたが、海外ではあまり食用にされることは無く、ごぼうを日常的に

食用にしている国は日本だけと言われています。日本人の嗜好や和食との相性が良かったのかもしれませんね。

　食物繊維が豊富で、その独特の香りと味がクセになります！！保育園でも”きんぴらごぼう”や、”お味噌汁”に沢山盛り込んで

いきたいと思います☻☆彡

＜材料(子ども5人分の目安)＞ ＜作り方＞

・米…200g ①米は、研いでザルにあげておく。

・鮭…100g ②Aと鮭を入れて、煮る。

・砂糖…5g ③煮汁と鮭を分け、炊飯器に米と煮汁を入れて炊飯する。

・みりん…8g A (煮汁が足りない時は、水を入れて調整する。)

・醤油…10ℊ ④炊飯している間に、鮭の身をほぐしておく。

・焼きのり…2g ⑤炊き上がったら、ほぐしておいた身と混ぜ合わせる。

⑥茶碗に盛り、刻みのりを散らして完成！！

　先日のアンケート調査では、ご多忙の中たくさんのご回答を頂きありがとうございました。

お子さんの夕食までの生活リズム等、貴重なご意見を聞かせていただきました。段々と肌寒さが、身に染みる季節となるので

子供たちの体が温まるメニューや旬の果物など、更に充実した時間になるよう、ご回答を基に、今後の献立に生かしていきたい

と思います。

延長保育のアンケートについて

食育たより　もぐもぐ11月号

★旬の野菜を食べ合わせよう★

今月の野菜＝「ごぼう」

今月のレシピ～はらこ飯風ご飯～

体をあたためて風邪予防！！！

1(日) 2(月) 3(火) 4(水) 5(木) 6(金) 7(土)
午前 ふかしかぼちゃ バナナ ふかしいも りんご 小魚・チーズ

昼食
雑穀ご飯、車麩の煮物、三平
汁、納豆（梅）、浅漬け、麦茶

山の日

ご飯（麦）、たらのから揚げゴ
マソースがけ、ほうれん草の磯
部和え、みそ汁（かぶ）、納
豆、ぬか漬け、麦茶

ご飯（七分）、キーマカレー、
野菜スープ、りんご、納豆、ぬ
か漬け、麦茶

ご飯（五分）、里芋とひき肉の
煮物、呉汁、ふりかけ（魔法の
粉）、納豆（チーズ）、ぬか漬
け、麦茶

小松菜と豚肉のあんかけ丼、春
雨スープ、納豆、ぬか漬け、麦
茶、ラフランス

午後 鶏そぼろごおにぎり
おかかチーズおにぎり・
小女子

お麩のラスク きな粉おはぎ ゆかりおにぎり

延長 りんご わかめスープ チーズ 五目みそ汁

8(日) 9(月) 10(火) 11(水) 12(木) 13(金) 14(土)
午前 ふかしじゃがいも バナナ ふかしかぼちゃ りんご ふかしいも 小魚・チーズ

昼食
ご飯（五分）、野菜の揚げ漬
け、雷汁、納豆（梅）、浅漬
け、麦茶、ふりかけ(かつお節)

雑穀ご飯、さばの塩焼き、ひじ
きの煮物、みそ汁（白菜）、納
豆、ぬか漬け、麦茶

のりおにぎり（ごましお）、さ
んまの塩焼き、いも煮、バナ
ナ、麦茶

ご飯（麦）、鶏ささみの香味揚
げ、キャベツの甘酢和え、みそ
汁（わかめ・豆腐）、納豆
（チーズ）、ぬか漬け、麦茶

ご飯(玄米）、豚肉のすき焼き風
煮物、いわしのつみれ汁、納
豆、ふりかけ（ゆかり）、ぬか
漬け、麦茶

カレーライス、キャベツの具沢
山スープ、オレンジ、納豆、ぬ
か漬け、麦茶

午後 大豆肉みそおにぎり・小女子 サーターアンダギー 焼き芋 みかん缶ゼリー フライドポテト（青のり味） あおのりチーズおにぎり

延長 チーズ 鶏粥 りんご マカロニスープ チーズ

15(日) 16(月) 17(火) 18(水) 19(木) 20(金) 21(土)
午前 ふかしいも りんご ふかしじゃがいも バナナ ふかしかぼちゃ 小魚・チーズ

昼食
鮭わかめご飯、芋煮、みかん、
納豆、浅漬け、麦茶

雑穀ご飯、酢豚、春雨スープ、
ふりかけ(かつお節)、納豆(チー
ズ)、ぬか漬け（きゅうり・か
ぶ）、麦茶

ご飯（七分）、かれいの塩麹焼
き、きんぴらごぼう、ほうとう
汁、納豆、ぬか漬け、麦茶

ご飯(玄米）、高野豆腐のオラン
ダ煮、おくずかけ、納豆
（梅）、ぬか漬け、麦茶、ごま
しお

ご飯（麦）、さつまいもの天ぷ
ら、切干し大根の煮物、なめこ
汁、納豆、ぬか漬け、麦茶

鶏そぼろのあんかけ丼、わかめ
スープ、バナナ、納豆、ぬか漬
け、麦茶

午後 マカロニきな粉
のりおにぎり（ゆかり）・  小
女子

大学芋 チーズ焼きおにぎり・小女子 きつねうどん ぶどうゼリー

延長 きつねうどん バナナ わかめスープ チーズ バナナ

22(日) 23(月) 24(火) 25(水) 26(木) 27(金) 28(土)
午前 バナナ りんご ふかしかぼちゃ ふかしじゃがいも 小魚・チーズ

昼食 勤労感謝の日

ご飯（麦）、ぶりのみそ焼き、
ブロッコリーとささみの梅肉お
かか和え、みそ汁（切干し・玉
ねぎ）、納豆、ぬか漬け、麦茶

ご飯（麦）、鶏肉のかりん揚
げ、豆乳味噌スープ、納豆(チー
ズ)、ぬか漬け（きゅうり・か
ぶ）、ふりかけ（魔法の粉）

ハヤシライス、白菜スープ、り
んご、納豆、ぬか漬け、麦茶

ご飯（麦）、赤魚の唐揚げレモ
ンソース、春雨サラダ、みそ汁
（わかめ・豆腐）、納豆、ぬか
漬け、麦茶

マーボー丼、かぶの具沢山スー
プ、みかん、納豆、ぬか漬け、
麦茶

午後 豆腐ドーナツ（チーズ） 梅わかめおにぎり・小女子 フライドおさつ じゃこチーズおにぎり のりおにぎり（梅）

延長 野菜スープ バナナ わかめうどん チーズ

29(日) 30(月)
午前 ふかしいも

昼食
はらこ飯風ごはん、豚汁、納
豆、浅漬け、麦茶、バナナ

午後 五目うどん

延長 りんご

2020年11月献立

～今月の旬の食べ物～
・ほうれん草 ・ごぼう ・カレイ ★サツマイモは、菅生でとれたものを使用しています！！！
・人参 ・白菜 ・ぶり 子どもたちに、ぜひ感想を聞いてみて下さい☻
・大根 ・みかん ・いわし
・水菜 ・りんご ＊保育園でも旬の食材を沢山使っていきたいと思います！！



 

日 曜 朝おやつ 主食 副菜 汁 午後おやつ

車麩の煮物 三平汁

車ふ・人参・大根・干しシイタケ・いんげん・ごぼう・じゃがいも 鮭・豆腐・里芋・人参・大根・ごぼう・ねぎ

タラの煮付け ほうれん草の和え物 みそ汁

タラ ほうれん草・人参・もやし かぶ・わかめ・人参・玉ねぎ・豆腐

野菜と豚ひき肉のあんかけ丼 りんご 野菜スープ

豚ひき肉・人参・玉ねぎ・しいたけ・大豆・トマト キャベツ・玉ねぎ・人参・じゃがいも・鶏もも肉

里芋と鶏ひき肉の煮物 呉汁

里芋・鶏ひき肉・人参・いんげん 大根・人参・ごぼう・じゃがいも・ねぎ・鶏もも肉・豆腐・大豆

小松菜と豚肉のあんかけ丼 春雨スープ

小松菜・人参・もやし・玉ねぎ・豚肉 白菜・チンゲンサイ・人参・春雨・わかめ・鶏ひき肉

鶏肉と野菜の煮物 雷汁

かぼちゃ・人参・玉ねぎ・レンコン・いんげん・鶏もも肉 豆腐・人参・玉ねぎ・豆腐・もやし・ねぎ

鮭の煮付 ひじきの煮物 みそ汁

鮭 ひじき・人参・大豆・干しシイタケ・凍り豆腐・いんげん わかめ・白菜・豆腐・ねぎ・しいたけ

鮭おじや 豚汁

鮭 大根・人参・ごぼう・豆腐・ねぎ・白菜・しめじ・豚肉

鶏ささみの煮物 キャベツと人参のサラダ みそ汁

鶏ささみ キャベツ・人参・鰹節 人参・大根・豆腐・ねぎ・わかめ・豆腐

豚肉のすき焼き風煮物 みそ汁

豚肉・焼き豆腐・ねぎ・玉ねぎ・白菜・しいたけ 大根・人参・ごぼう・豆腐・ねぎ

野菜と豚肉のあんかけ丼 オレンジ キャベツの具沢山スープ

豚肉・じゃがいも・玉ねぎ・人参・ピーマン キャベツ・鶏もも肉・しいたけ・人参

鮭わかめおじや みかん 芋煮

鮭・わかめ 大根・ごぼう・里芋・ねぎ・まいたけ・えのきたけ・しめじ

野菜と豚肉の煮物 春雨スープ

豚肉・玉ねぎ・人参・干しシイタケ・ピーマン・パプリカ 春雨・白菜・チンゲンサイ・人参・わかめ・鶏ひき肉

カレイの煮付け きんぴらごぼう ほうとう汁

カレイ ごぼう・人参・ピーマン・パプリカ かぼちゃ・人参・ごぼう・大根・ねぎ・豚肉

高野豆腐の煮物 おくずかけ

高野豆腐・人参・しいたけ・ごぼう・レンコン・小葱・鶏もも肉・じゃがいも 白石温麺・鶏もも肉・雪菜・人参・豆麩・干しシイタケ

サツマイモの甘煮 切り干し大根の煮物 なめこ汁

サツマイモ 切り干し大根・人参・えのきたけ・玉ねぎ なめこ・大根・豆腐・糸三つ葉

鶏そぼろのあんかけ丼 バナナ わかめスープ

鶏ひき肉・さやえんどう・もやし・人参 わかめ・鶏もも肉・玉ねぎ・人参

タラの煮付け ブロッコリーとささみの和え物 みそ汁

タラ ブロッコリー・鶏ささみ・人参 豆腐・切り干し大根・凍り豆腐・玉ねぎ・小松菜・人参

鶏肉と野菜の煮物 豆乳味噌スープ

鶏もも肉・ピーマン・パプリカ・人参・玉ねぎ・大豆 大根・人参・ごぼう・里芋・ねぎ・豆腐・鶏もも肉

トマトと野菜のあんかけ丼 りんご 白菜スープ

豚肉・玉ねぎ・じゃがいも・人参・しめじ・エリンギ・トマト 白菜・鶏もも肉・しいたけ・じゃがいも・小ねぎ・人参・えのきたけ

カレイの煮付け 春雨サラダ みそ汁

カレイ 春雨・もやし・水菜・きゅうり・人参 雪菜・人参・大根・豆腐・ねぎ・わかめ

マーボー丼 みかん かぶの具沢山スープ

豆腐・豚ひき肉・ねぎ・人参・ピーマン・しいたけ カブ・鶏もも肉・しいたけ・ねぎ・人参

はらこ飯風おじや バナナ 豚汁

鮭 大根・人参・ごぼう・豆腐・ねぎ・白菜・しめじ・豚肉

令和2年11月　＜後期＞　離乳食献立

2 月 ふかしかぼちゃ 鶏粥

3 火 文化の日

6 金 りんご きな粉おじや

7 土 バナナ 青のりおじや

4 水 バナナ おかかおじや

5 木 ふかしいも 味噌おじや

11 水 ふかしいも サツマイモの甘煮

12 木 りんご きな粉おじや

9 月 ふかしじゃがいも 味噌おじや

10 火 バナナ きな粉おじや

16 月 ふかしいも きな粉おじや

17 火 りんご 青のりおじや

13 金 ふかしかぼちゃ じゃがいもの甘煮

14 土 バナナ 青のりおじや

20 金 ふかしかぼちゃ 野菜うどん

21 土 バナナ きな粉おじや

18 水 ふかしじゃがいも サツマイモの甘煮

19 木 バナナ 味噌おじや

30 月 バナナ 五目うどん

27 金 ふかしじゃがいも しらすおじや

28 土 りんご 青のりおじや

25 水 りんご わかめおじや

26 木 ふかしかぼちゃ サツマイモの甘煮

23 月 勤労感謝の日

24 火 バナナ しらすおじや

★ 離乳食は個々のペースに合わせた食事を提供していきます。

★ ７～８か月はおかゆ、９～１１か月の主食は軟飯です。

★ ７～８か月と９～１１か月の食事は同じ内容で、軟らかさや形態、量が違います。

★ 食材・かたさなどについては食べやすいように引き続き配慮していきます。

★ 予定メニューは変更になる場合もありますので、ご了承ください。

★ ミルクは月齢等に合わせて与えていきます。



 

日 曜 朝おやつ 主食 副菜 汁 午後おやつ

車麩の煮物 三平汁

車ふ・人参・大根・干しシイタケ・いんげん・ごぼう・じゃがいも・こんにゃく 鮭・豆腐・里芋・人参・大根・ごぼう・ねぎ・なると

タラの煮付け ほうれん草の和え物 みそ汁

タラ ほうれん草・人参・もやし かぶ・わかめ・人参・玉ねぎ・豆腐

野菜と豚ひき肉のあんかけ丼 りんご 野菜スープ

豚ひき肉・人参・玉ねぎ・しいたけ・大豆・トマト キャベツ・玉ねぎ・人参・じゃがいも・鶏もも肉

里芋と鶏ひき肉の煮物 呉汁

里芋・鶏ひき肉・人参・いんげん・こんにゃく・油揚げ 大根・人参・ごぼう・じゃがいも・ねぎ・鶏もも肉・豆腐・大豆・こんにゃく

小松菜と豚肉のあんかけ丼 春雨スープ

小松菜・人参・もやし・玉ねぎ・豚肉 白菜・チンゲンサイ・人参・春雨・わかめ・鶏ひき肉

鶏肉と野菜の煮物 雷汁

かぼちゃ・人参・玉ねぎ・レンコン・いんげん・生揚げ 豆腐・人参・玉ねぎ・豆腐・もやし・ねぎ

さばの煮付 ひじきの煮物 みそ汁

さば ひじき・人参・大豆・干しシイタケ・凍り豆腐・いんげん・油揚げ わかめ・白菜・豆腐・ねぎ・しいたけ

鮭おじや 豚汁

鮭 大根・人参・ごぼう・豆腐・ねぎ・白菜・しめじ・豚肉・こんにゃく

鶏ささみの煮物 キャベツと人参のサラダ みそ汁

鶏ささみ キャベツ・人参・鰹節 人参・大根・豆腐・ねぎ・わかめ・豆腐

豚肉のすき焼き風煮物 いわしのつみれ汁

豚肉・焼き豆腐・ねぎ・玉ねぎ・白菜・しいたけ・しらたき 大根・人参・ごぼう・豆腐・ねぎ・いわし

野菜と豚肉のあんかけ丼 オレンジ キャベツの具沢山スープ

豚肉・じゃがいも・玉ねぎ・人参・ピーマン キャベツ・鶏もも肉・しいたけ・人参

鮭わかめおじや みかん 芋煮

鮭・わかめ 大根・ごぼう・里芋・ねぎ・まいたけ・えのきたけ・しめじ

野菜と豚肉の煮物 春雨スープ

豚肉・玉ねぎ・人参・干しシイタケ・ピーマン・パプリカ 春雨・白菜・チンゲンサイ・人参・わかめ・鶏ひき肉

カレイの煮付け きんぴらごぼう ほうとう汁

カレイ ごぼう・人参・ピーマン・パプリカ・糸こんにゃく かぼちゃ・人参・ごぼう・大根・ねぎ・豚肉・こんにゃく

高野豆腐の煮物 おくずかけ

高野豆腐・人参・しいたけ・ごぼう・レンコン・小葱・鶏もも肉・じゃがいも・こんにゃく 白石温麺・鶏もも肉・雪菜・人参・豆麩・干しシイタケ・糸こんにゃく・油揚げ

サツマイモの甘煮 切り干し大根の煮物 なめこ汁

サツマイモ 切り干し大根・人参・えのきたけ・玉ねぎ・糸こんにゃく なめこ・大根・豆腐・糸三つ葉

鶏そぼろのあんかけ丼 バナナ わかめスープ

鶏ひき肉・さやえんどう・もやし・人参 わかめ・鶏もも肉・玉ねぎ・人参

ブリの味噌煮 ブロッコリーとささみの和え物 みそ汁

ブリ ブロッコリー・鶏ささみ・人参 豆腐・切り干し大根・凍り豆腐・玉ねぎ・小松菜・人参・油揚げ

鶏肉と野菜の煮物 豆乳味噌スープ

鶏もも肉・ピーマン・パプリカ・人参・玉ねぎ・大豆 大根・人参・ごぼう・里芋・ねぎ・豆腐・鶏もも肉

トマトと野菜のあんかけ丼 りんご 白菜スープ

豚肉・玉ねぎ・じゃがいも・人参・しめじ・エリンギ・トマト 白菜・鶏もも肉・しいたけ・じゃがいも・小ねぎ・人参・えのきたけ

赤魚の煮付 春雨サラダ みそ汁

赤魚 春雨・もやし・水菜・きゅうり・人参・油揚げ 雪菜・人参・大根・豆腐・ねぎ・わかめ

マーボー丼 みかん かぶの具沢山スープ

豆腐・豚ひき肉・ねぎ・人参・ピーマン・しいたけ カブ・鶏もも肉・しいたけ・ねぎ・人参

はらこ飯風おじや バナナ 豚汁

鮭 大根・人参・ごぼう・豆腐・ねぎ・白菜・しめじ・豚肉・こんにゃく

4 水 バナナ おかかおじや

5 木 ふかしいも 味噌おじや

令和元2年11月　＜完了＞　離乳食献立

2 月 ふかしかぼちゃ 鶏粥

3 火 文化の日

9 月 ふかしじゃがいも 味噌おじや

10 火 バナナ きな粉おじや

6 金 りんご きな粉おじや

7 土 バナナ 青のりおじや

13 金 ふかしかぼちゃ じゃがいもの甘煮

14 土 バナナ 青のりおじや

11 水 ふかしいも サツマイモの甘煮

12 木 りんご きな粉おじや

18 水 ふかしじゃがいも サツマイモの甘煮

19 木 バナナ 味噌おじや

16 月 ふかしいも きな粉おじや

17 火 りんご 青のりおじや

24 火 バナナ しらすおじや

20 金 ふかしかぼちゃ 野菜うどん

21 土 バナナ きな粉おじや

30 月 バナナ 五目うどん

勤労感謝の日

27 金 ふかしじゃがいも しらすおじや

28 土 りんご 青のりおじや

25 水 りんご わかめおじや

26 木 ふかしかぼちゃ サツマイモの甘煮

23 月

★ 離乳食は個々のペースに合わせた食事を提供していきます。

★ ７～８か月はおかゆ、９～１１か月の主食は軟飯です。

★ ７～８か月と９～１１か月の食事は同じ内容で、軟らかさや形態、量が違います。

★ 食材・かたさなどについては食べやすいように引き続き配慮していきます。

★ 予定メニューは変更になる場合もありますので、ご了承ください。

★ ミルクは月齢等に合わせて与えていきます。


