
 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

１２月号 

担当 集 ひかり 

 

今月の食育目標 

サイホージ・・・衛生面に関心を持ち、正しい手洗い、うがい、歯磨きをする。 

トーキョー・・・姿勢よく食事をとることができる。 

ニューヨーク・・食前、食後のあいさつをしっかりする。 

ロンドン・・・・良い姿勢で食べることを心掛ける。 

パリ・・・・・・食材に興味を持ちながら食べる。 

冬至にかぼちゃとあずき 

12 月 21日の冬至には、かぼちゃやあずきを食べる

習慣があります。夏野菜のかぼちゃは保存性や栄養

価が高いので、この時期に食べれば風邪などの予防

が期待できます。また

あずきには厄除けの意

味があり、この二つを

一緒に調理した「いと

こ煮」を食べる地域も

あります。 

おはしを使い始めるときに 

おはしを使い始めるタイミングは焦る必要はあ

りませんが、子どもが指をじょうずに動かせるよ

うになり、はしに興味をもったら、少しずつ進め
ます。まずは子ど

もの手に合った長

さのおはしを用意

し、丸めたティッ

シュやスポンジを

つまむ遊びから始

めてみましょう。 

汽車バスにのって芋ほりへ行きました！大きなお芋や小さくてかわいいお芋がた

くさんとれました。泥んこになりながら、芋を探す姿はとても逞しいものでした。

「おいも早くたべたいなー！」と子ども達の期待の声が聞こえてきました♪ 
いもほり 



- The News Restaurant Milanese PSYHOUJI - 
中央保育園 西方寺 献立予定表 [ミラネーゼ] 

１２月  

日 曜 行事 未満児朝おやつ 昼食（副食） 3 時のおやつ 

１ 火  牛乳 ｶﾙｼｳﾑせんべい グラタン ブロッコリー和え コンソメスープ 

 

牛乳 いちごのクッキー 

２ 水  牛乳 サブレ 麻婆春雨 ナムル 中華スープ お茶 せんべい みかん 

３ 木  お茶 野菜ステック 魚のみそ焼き 野菜のごま和え みそ汁 牛乳 コーンマヨパン 

４ 金  牛乳 牛乳かりんとう 魚のフライ ツナコーンサラダ みそ汁 牛乳 豆乳もち 

５ 土  牛乳 クッキー やきそば わかめスープ 果汁 バームクーヘン 

６ 日     

７ 月  お茶 せんべい 鶏のグリル焼き 大根サラダ みそ汁 牛乳 きなこクリームサンド 

８ 火  牛乳 ビスケット レバーの BBQソース ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ みそ汁 お茶 ヨーグルト せんべい 

９ 水 やきいも 牛乳 ウエハース 魚の照り焼き 大根の煮物 みそ汁 牛乳 やきいも 

１０ 木  牛乳 クラッカー ミートボール 五目煮豆 野菜スープ 牛乳  もちもちドーナツ 

１１ 金  牛乳 乾パン ハヤシライス 白菜とりんごのサラダ 福神漬け 牛乳 ももケーキ 

１２ 土  牛乳 ラスク 二色丼 みそ汁 果汁 プリン  

１３ 日     

１４ 月  お茶 えびせん 鶏の照り焼き ごぼうサラダ かきたま汁 牛乳 大学芋 

１５ 火  牛乳 野菜ステック 肉団子スープ ポテトサラダ ふりかけ 牛乳 お麩ラスク 

１６ 水  牛乳 豆乳クッキー ジャーマンポテト 野菜ソテー スープ 牛乳 じゃこトースト 

１７ 木  牛乳 ポップコーン 中華丼 バンバンジーサラダ 果物 牛乳 人参クッキー 

１８ 金 お誕生会 牛乳 ハーベスト お楽しみに・・・♪♪ 牛乳 ケーキ 

１９ 土  牛乳 ビスコ わかめうどん ごはん やさいふりかけ 果汁 サッポロポテト 

２０ 日     

２１ 月  お茶 せんべい 白菜シチュー れんこんサラダ 手作りふりかけ 牛乳 チーズ蒸しパン 

２２ 火  牛乳 丸ぼうろ 厚焼きたまご きんぴらごぼう みそ汁 お茶 みかん クラッカー 

２３ 水  牛乳 ロールパン 魚のねぎみそ焼き 切干大根煮 すまし汁 お茶 チーズ 黒棒 

２４ 木 もちつき大会 牛乳 ひねり揚げ カレーライス 菜もち 白菜のごま和え 幼児りんご ビスケット 

２５ 金  牛乳 ビスケット クリスピーチキン かぼちゃサラダ スープ 牛乳 ケーキ 

２６ 土  牛乳 かりんとう 炊き込みご飯 たまごスープ 果汁 パン 

２７ 日     

２８ 月 保育納め お茶 せんべい あんかけご飯  マカロニサラダ りんご 牛乳 にんじんケーキ 

２９ 火 お休み    

３０ 水 お休み    

３１ 木 お休み    

ごっくん期（５～６ヶ月） 

やわらかく煮てすりつぶしたもの 

もぐもぐ期（７～８ヶ月） 

舌でつぶせる豆腐のかたさ 

かみかみ期（９～１１ヶ月 

歯茎でつぶせるかたさ 

※離乳食はお子様の進み具合に合わせておかず、おかゆに調理します。 

※朝おやつは、３歳未満児のみです。※お誕生会もお箸とスプーンを使います。 
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