
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

１２月号 

担当 宮本景子 

け 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 

歯磨きができるようになる。 

トーキョー・・・決められた食事の時間を意識して食事する。 

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・・・・箸を使って食事をしてみる。 

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。 

ニューヨークさん初めてのクッキングでした。 

さつまいものパンを作りました。芋をつぶして 

あんをつくりました！パン生地にあんを包むの 

が少し難しかったようですが、とても楽しく作る 

ことができました。自分で作ったパンはおいしかっ

たようでペロッと食べていましたよ～(^^)/ 

白ねぎ、根深ねぎなどとも呼ばれ、根元に

土寄せして白い部分が長くなるように育

てられたものです。1 年中お店に並んでい

ますが、甘みが増してお

いしくなるのは晩秋か

ら冬にかけてです。鍋も

のの具材としても用い

られ、火を通すとより甘

みが感じられます。 

長ねぎ 



 
- The News Restaurant Milanese PSYHOUJI - 

中央保育園 西方寺 認定こども園 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 水  牛乳 せんべい 魚のフライ 温野菜サラダ みそ汁 牛乳 蒸しパン 

２ 木  牛乳 ビスケット 白菜シチュー 切干大根サラダ 手作りふりかけ お茶 ヨーグルト せんべい 

３ 金  牛乳 ｶﾙｼｳﾑせんべい 豆腐の松風焼き さつまいもサラダ みそ汁 牛乳 マヨシュガートースト 

４ 土  牛乳 ビスコ 豚丼 みそ汁 果汁 バームクーヘン  

５ 日     

６ 月  牛乳 塩せんべい 鶏のみそ焼き 野菜のごま和え 豆乳みそ汁 牛乳 ホットケーキ 

７ 火  牛乳 丸ぼうろ 中華丼 春雨サラダ りんご 牛乳 ピザトースト 

８ 水  牛乳 かりんとう すいとん汁 ひじきサラダ ちりめん佃煮 お茶 いなり寿司 

９ 木  牛乳 クラッカー 鮭のマヨコーン焼き きんぴらごぼう みそ汁 牛乳 芋天 

１０ 金  牛乳 豆乳クッキー かぼちゃそぼろ 白菜サラダ みそ汁 牛乳 バタークリームサンド 

１１ 土  牛乳 ビスケット サンドイッチ 牛乳 スポロン おにぎりせんべい 

１２ 日     

１３ 月  牛乳 小魚チップス 魚のフリッター 野菜サラダ みそ汁 牛乳 ココアクッキー 

１４ 火  牛乳 おさつステック ハヤシライス マカロニサラダ 福神漬け 牛乳 カルシウムラスク 

１５ 水  牛乳 バナナ 鶏の照り焼き 切干大根煮 みそ汁 牛乳 たまごサンド 

１６ 木  牛乳 豆乳ウエハース すき焼き風煮 だいこんサラダ みそ汁 牛乳 豆乳もち 

１７ 金 お誕生会 牛乳 せんべい お楽しみに・・・♪♪ 牛乳 ケーキ 

１８ 土  牛乳 クラッカー きつねうどん ごはん ふりかけ 果汁 ベジたべる 

１９ 日     

２０ 月  牛乳 アスパラガス 親子丼 れんこんサラダ みそ汁 牛乳 マカロニあべかわ 

２１ 火  牛乳 動物ヨーチ ジャーマンポテト ブロッコリーサラダ スープ 牛乳 おふラスク 

２２ 水 冬至 牛乳 せんべい レバーの BBQソース スパゲティサラダ みそ汁 牛乳 ツナマヨトースト 

２３ 木  牛乳 ビスコ 鶏のねぎみそ焼き 野菜のごま和え すまし汁 お茶 チーズ ビスケット 

２４ 金  もちつき 牛乳 アスパラガス カレーライス 大根サラダ 福神漬け お茶 みかん せんべい 

２５ 土  牛乳 動物ヨーチ チキンライス たまごスープ  果汁 パン 

２６ 日     

２７ 月  牛乳 クラッカー 魚のタルタル焼き かぼちゃサラダ みそ汁 牛乳 蒸かし芋 

２８ 火 保育納め 牛乳 ビスケット あんかけご飯 栄養きんぴら バナナ 牛乳 チーズ蒸しパン 

２９ 水     

３０ 木     

３１ 金 大晦日    

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、おかゆ等に調理します。 

※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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