
３日 （木） ２１日 （月） リトミック　

７日 （月） ２３日 （水） 絵画教室(４・５才児)

８日 （火） 体育指導日 ２４日 （木） あおぞらさんへクリスマスプレゼント

１１日 （金） クリスマス発表会 （５才児　ゆり組）

１５日 （火） 体育指導日 ２５日 （金） 献立表配信(１月)

１６日 （水） 絵画教室(２・３才児) ※園便りは１／４(月)に配信いたします。
１７日 （木） 英語教室 ２８日 （月） 終業式　・大掃除・御用納め

身体測定 　　★１２/２９（火）～１/３（日）年末・年始休園

１８日 (金) 誕生会　絵本・納入袋配布 　　　　　　1／４（月）より通常保育開始

たんぽぽ ―

　関わりを楽しむ。

も　　　も ―

―

さ　く　ら ―
　ことを楽しむ。
・寒さに負けず外に出て、元気に体を動かして遊ぶ。

ひまわり ―・クリスマス発表会を通して、友達と一緒に表現する
　楽しさや達成感を味わう。
・冬の自然や年末年始の行事に興味を持つ。

ゆ　　　り ―・みんなで協力して一つのものを作り上げる楽しさや充実感を味わい５歳児とし自信を深めていく。

・のびのびと探索活動をしたり、保育士や友だちとの

クリスマス発表会リハーサル

１２月

避難訓練（地震）

・体調に気を付けて、寒い時期を健康に過ごす。

・寒さに負けず元気に体を動かす。

・簡単な言葉のやり取りや模倣を楽しむ。

・寒さに負けず、保育者や友だちと戸外で思いきり

・冬の自然を感じながら戸外遊びを楽しむ。

・クリスマス発表会に期待を持って参加し、表現する

　体を動かして遊ぶ。
ちゅうりっぷ

・保育者や友だちと一緒に表現することを楽しむ。

・やりたい気持ちを大事にして、できた喜びを味わう。

じょうぶな子、げんきな子

12月の行事予定

今月の保育目標

●感染症が流行する季節です。体調の変化に気を
付け、手洗い・うがいの習慣をつけましょう。

●厚着をせず、調節のしやすい衣類を用意してくだ
さ い。

●早寝・早起き・朝ごはん！を心がけ規則正しい生
活をしましょう。

●クリスマス会の練習を頑張っています。

９時までに登園する様お願いします。

じょうぶな子、げんきな子

お知らせとお願い

第54号

令和2年 １１月30日

和 ほいくえん
千葉県松戸市秋山45-2

ＴＥＬ047-710-7753

FAX 047-710-7761

朝、夕の寒さが身に染みる季節となりました。しかし、日中は動

くと汗ばむ位に気温が上がるなど今年の冬は一日の中でも気

温差があり、寒暖に気を付けて厚着にならない様に注意が必要

ですね。又、コロナ対策に加えインフルエンザの予防としても、

普段から規則正しい生活、栄養バランスを考えた食事、手洗い、

うがいを心がけてください。マスクは勿論ですが、マスクの出来

ない幼いお子様への配慮、注意として特に人混みのある所へ

の外出は控え、出かけなければならない時はソーシャルディス

タンスや時間帯を考慮してください。

今年のクリスマス発表会は、平日の保育の中で

子どもたちのみで行います。保護者の皆様には

お越し頂く事はできませんが、例年通り職員も準

備をし子供達も練習しています。写真、DVDの販

売も例年通りです。是非楽しみにしてください。

各クラスの演目を紹介いたします。

たんぽぽ組・・音楽あそび 「ピカピカブ～！」

もも組・・ゆうぎ 「ミッキーマウスマーチ」

ちゅうりっぷ組・・音楽あそび 「はらぺこあおむし」

さくら組・・オペレッタ 「どうぞのいす」

ひまわり組・・オペレッタ 「さるかに合戦」

ゆり組・・音楽劇 「スイミー」

※今月より送迎時、保育室前での受け渡しとなりました。

現在、園においてある着替えについては、今後毎日の持

ち帰りとさせていただく予定です。実施時期が決まりまし

たら詳細も併せてお知らせ致します。何卒、ご理解ご協力

をお願い致します。



　12月
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さくら組（３才児）

ちゅうりっぷ組（２才児）

たんぽぽ組（０才児）

も も組（１才児）
ひまわり組（４才児）

ゆ り組（５才児）

日に日に寒くなり、体調を崩してしまう子も多くなっ

てきました。

園でも体調管理や室内温度等、気をつけて過ごし

ていきたいと思います。

１１月は晴れた日も多く、園庭に出て自由にお散歩

をしたり、砂場で砂あそびをしたり、戸外で沢山あそ

ぶことができました。

クリスマス発表会では、普段みんなが大好きな手遊

びや、ダンスなど行います。手遊びの歌が始まると、

皆嬉しそうに集まってきて上手に真似っこして踊っ

ています。本番まで楽しみながら練習していきたい

と思います。

朝夕は冷えますが、日中は日差しが暖かく、戸外に

出てゆったりと遊ぶことができました。体を動かすこ

とが好きなもも組は、たくさん走ったりミニカーや固

定遊具などで元気に遊んでいます。

室内ではクリスマス発表会の練習に取り組んでいま

す。オープニングではカラフルなエッグマラカスを使

うのですが、初めて手にした時から興味津々で楽し

んで鳴らしています。お遊戯では、練習を重ねるごと

に踊りを覚えて踊ることが楽しくなってきたようです。

本番でものびのびと楽しく表現できたらいいなと思い

ます。

１１月は暖かい日が多く、汗をかくほど元気に遊んで

いました。だんだんと気温が下がり、ようやく冬の訪

れを感じます。

体調を崩さないよう、衣服の調節や手洗いうがいをこ

まめに行い、元気に過ごしたいと思います。

今はクリスマス発表会に向けてオペレッタの練習をし

ています。子ども達は練習を楽しみにしており、自然

とオペレッタが始まったり友達の動きまで覚え、声を

かけ合っている姿に成長を感じています。練習を通し

て、みんなで頑張ることの楽しさや達成感を味わいた

いと思います。

だんだんと寒くなり、朝夕には冷たい風を感じる季節

となりました。

クリスマス発表会の練習では、園庭で『どうぞのイス』

のお話しに沿った遊びを行ったり、ステージで好きな

曲を踊るショーごっこをしたり、クリスマス会に向けて

気持ちを高めながら過ごしました。一人ひとりが役の

イメージを持って練習に取り組んでいます♬

又、給食ではお箸を使っての食事も頑張っており、上

手に使えるお友達が増えてきました。これからも手洗

い・うがいをしっかりと行っていきながら、戸外活動を

通して、季節の変化を子どもたちと一緒に感じていき

たいと思います。

１１月はクリスマス発表会の練習を中心に行いました。

合奏は楽しみにしていた、打楽器・ピアニカ・木琴など

色々な楽器を使い行います。普段から遊びの中で

色々な楽器を自由に鳴らすことで、どの楽器にも触れ、

楽しんできました。今は自分の担当の楽器も決まり、

更に熱心に」練習を行っています。音楽劇『スイミー』で

は、ゆり組だけが、クリアマスクを装着しおこないます。

どの子も意欲的に練習に取り組んでおり、あっという間

にセリフを覚え、他の役のセリフまで覚えている子ども

たちです。園生活最後のクリスマス発表会を皆で作り

上げ楽しく演じています。当日が楽しみです。

練習の合間には園庭遊びや自由遊びを取り入れなが

ら本番まで頑張っていきたいと思います。

寒さも少しずつ厳しくなってきましたが、子供たちは、

元気に外でお友達と追いかけっこをしたり、虫探しや

野菜の観察、三輪車や滑り台で、夢中になってよく

遊んでいます。

お部屋では、クリスマス発表会の練習に興味を持っ

て取り組んでいます。合奏では、曲に合わせてすず

やタンバリンを鳴らしたり、音楽遊びでは、大好きな

「はらぺこあおむし」になりきって、楽しく練習を行っ

ています。

早いものでもう12月です。日に日に成長している子

供たちを見守りながら、元気に過ごしていきたいと思
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マーマレードチーズサンド

【 材料 】 作りやすい分量

☆食パン（８枚切り）・・・２枚

☆オレンジマーマレード･･･小さじ１

☆クリームチーズ・・・小さじ１

【 作り方 】

①食パンにそれぞれマーマレードとクリームチーズを

ぬりサンドする。

②食べやすい大きさに切る。

※マーマレードをブルーベリージャムやいちごジャムに

変えても美味しいです。

今月の給食レシピ



   １２月 　給食献立予定表
　　　　(令和２年１１月３０日)

E：エネルギーP：蛋白質F：脂質 　　　　　　和ほいくえん
日 　　栄養価 日 　　栄養価
曜 未満児　　以上児 曜 未満児　　以上児

1 雑穀米ご飯 ごま、カラスカレイ、生姜 E　４００/４１９ 牛乳 17 ご飯 豚肉、ｵﾚﾝｼﾞﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ E　５２２/５７８ 牛乳

魚の煮付け ほうれん草、もやし P　１９.２/２０.８ 豚肉のﾏｰﾏﾚｰﾄﾞ焼き ほうれん草、えのき P　２０.４/２２.２

火 三色ごま和え 人参、大根、えのき F　９.３/７.５ きなこバナナ 木 ポパイサラダ キャベツ、コーン缶、豆腐 F　１８.７/１９.４ 人参ケーキ

みそ汁 食塩　　２．２ みそ汁　　　 食塩　　２．１

2 カレーライス 豚肉、じゃが芋、人参、玉葱、生姜 E　５２６/５７８ 牛乳 18 サンドイッチ 食パン、ジャム、マーガリン、ハム E　５４９/５９４ 牛乳

コーンサラダ にんにく、カレー粉、チーズ、バター P　１７.１/１８.０ ビスケット （ｼﾞｬﾑ､ﾁｰｽﾞ&ﾊﾑ､ﾀﾏｺﾞ） チーズ、卵､ﾏﾖﾈｰｽﾞ、豚肉、人参 P　１８.５/２０.０ さつま芋と

水 すまし汁 レーズン、ケチャップ、ソース、胡瓜 F　１４.９/１４.７ せんべい 金 クリームシチュー 玉葱、じゃが芋、コーン缶 F　２２.６/２３.７     りんごの甘煮

　　　　　　　みかん キャベツ、コーン、ねぎ、えのき 食塩　　１．７ 　　　　　　　みかん クリームシチュールウ 食塩　　２．０

3 ご飯 鶏肉、片栗粉 E　６０３/６６３ 牛乳 19 中華丼 豚肉、舞茸、玉葱、人参 E　４０１/４１９ 牛乳

鶏の照り焼き 切干大根、胡瓜、人参 P　２３.３/２５.９ すまし汁 白菜、うずらの卵 P　１４.８/１５.３ ビスケット

木 切干大根サラダ マヨネーズ、ごま、ツナ F　２２.５/２３.７ 小松菜ﾁｰｽﾞ蒸しﾊﾟﾝ 土 鶏がらスープの素 F　１２.４/１１.４ せんべい

みそ汁 豆腐、わかめ 食塩　　２．４ 　 豆腐、万ねぎ 食塩　　１．３

4 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨﾐｰﾄｿｰｽ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ、豚肉、玉葱、ピーマン E　４８９/５１９ 牛乳 20
フルーツサラダ 人参、ケチャップ、ソース、片栗粉 P　１８.０/１８.８

金 たまごスープ ﾖｰｸﾞﾙﾄ､ﾊﾞﾅﾅ、りんご、ｷｳｲ､ﾊﾟｲﾝ缶 F　１２.７/１１.７ ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞﾁｰｽﾞｻﾝﾄﾞ 日
みかん缶、桃缶、葱、卵､ｺﾝｿﾒ 食塩　　２．７

5 焼肉丼 豚肉、生姜、キャベツ E　３７７/４７１ 牛乳 21 ご飯 豚肉、玉葱、ケチャップ E　４５９/４９２ 牛乳

すまし汁 玉葱 P　１３.８/１７.３ ビスケット 豚肉のｹﾁｬｯﾌﾟ焼き ほうれん草、もやし P　２１.１/２３.１

土 チンゲン菜、豆腐 F　１１.９/１１.８ せんべい 月 ほうれん草のおかか和え 人参、鰹節 F　１１.５/１０.４ 豆乳もち

食塩　　１．６ みそ汁　 じゃが芋、わかめ 食塩　　２．２

6 22 鮭寿司 紅鮭、胡瓜、ごま、のり、卵 E　５４６/５９０ 牛乳

スパゲティーサラダ サラスパ、ハム、みかん缶 P　１７.２/１８.３ クラッカー

日 火 なめこ汁 胡瓜、マヨネーズ F　１６.８/１６.９ せんべい

　　　　　　　バナナ なめこ、葱、豆腐 食塩　　１．９

7 豆腐の肉野菜 豆腐、豚肉、玉葱、椎茸 E　５９５/６６３ 牛乳 23 チャーハン 焼豚、なると、万能ねぎ E　４１６/４３７ 牛乳

　　　あんかけ丼 インゲン、人参、片栗粉 P　２５.０/２８.０ ﾁｰｽﾞ入りトマトサラダ 卵、キャベツ、胡瓜、トマト P　１５.３/１５.９ ビスケット

月 小松菜のじゃこ和え 小松菜、じゃこ、ごま油 F　２４.１/２６.２ ウィンナーパン 水 オニオンスープ チーズ F　１２.９/１２.１ せんべい

みそ汁　　　 大根、わかめ 食塩　　３．４ 玉葱、わかめ、コンソメ 食塩　　２．６

8 雑穀米ご飯 ごま、鮭、マヨネーズ E　５２３/５６２ 牛乳 24 米ぬかふりかけご飯 米ぬかふりかけ、鶏肉、卵 E　６４５/７２４ 牛乳
鮭のみそﾏﾖﾈｰｽﾞ焼き キャベツ、胡瓜 P　１９.９/２１.７ クラッカー チキンピカタ 小麦粉、ｽｷﾑﾐﾙｸ､粉ﾁｰｽﾞ、ｹﾁｬｯﾌﾟ P　２１.７/２３.８

火 フレンチサラダ 南瓜、玉葱 F　１４.８/１４.０ せんべい 木 胡瓜とトマトのﾅﾑﾙ ﾊﾟｾﾘ､鶏ｶﾞﾗの素、胡瓜､ごま油 F　２６.５/２９.１ クリスマスケーキ

　 みそ汁　　バナナ　 食塩　　２．６ みそ汁　　　みかん ﾄﾏﾄ､ごま､さつま芋､ほうれん草 食塩　　１．９

9 ひじきご飯 ひじき、人参、油揚げ、胡瓜E　４６５/４９８ 牛乳 25 ロールパン（ﾁｰｽﾞ） ﾛｰﾙﾊﾟﾝ､ﾁｰｽﾞ､豚肉､卵､パン粉 E　４９３/５２４ 麦茶（0・1歳）

胡瓜とささみの 鶏肉、もやし、ごま、豚肉 P　１７.８/１９.０ ビスケット ミートローフ 牛乳､玉葱､人参､コーン缶､ソース P　１７.１/１８.２ ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ・せんべい

水 　　　ごまみそ和え 大根、葱、豆腐、蒟蒻 F　１２.３/１１.４ せんべい 金 ブロッコリー ケチャップ、マヨネーズ、ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ F　１９.４/１９.８ 牛乳（2～5歳）

豚汁　　　　みかん 牛蒡 食塩　　２．５ ジュリエンヌスープ 人参､玉葱､ｷｬﾍﾞﾂ､ﾍﾞｰｺﾝ､ｺﾝｿﾒ 食塩　　２．１ フルーツポンチ

10 ふりかけご飯 のりたま、鶏肉、生姜 E　５８１/５９６ 麦茶（0・1歳） 26 煮込みうどん うどん､しめじ、舞茸、葱 E　４２４/４４８ 牛乳

鶏のさっぱり煮 ﾏｶﾛﾆ、胡瓜、人参、ﾂﾅ P　２２.８/２２.２ ﾖｰｸﾞﾙﾄ・せんべい さつま芋の甘煮 ほうれん草、油揚げ P　１３.４/１３.５ クラッカー

木 マカロニサラダ コーン缶、マヨネーズ F　２０.１/２１.０ 牛乳（2～5歳） 土 さつま芋 F　　１１.６/１０.７ せんべい

みそ汁 豆腐、葱 食塩　　２．１ 南瓜ババロア 食塩　　２．４

11 わかめうどん うどん、葱、椎茸、舞茸 E　４０７/４１９ 牛乳 27
さつま芋の天ぷら わかめ、なると、天かす P　１２.９/１３.０

金 卵、さつま芋、小麦粉 F　１１.１/９.４ ぶどうパン 日
　　　　　　　ヤクルト 食塩　　２．２

12 親子丼 鶏肉、卵、玉葱、葱 E　３３９/４２４ 牛乳 28 ご飯 豚肉､玉葱､にんにく E　５４３/５９８ 牛乳

すまし汁 しめじ、舞茸 P　１２.８/１６.０ クラッカー 豚肉のつけ焼き じゃが芋､人参、胡瓜 P　１９.５/２１.０ ビスケット

土 万能ねぎ、豆腐 F　　８.３/１０.３ せんべい 月 ポテトサラダ ハム、卵、マヨネーズ F　１９.６/２０.６ せんべい

食塩　　１．７ みそ汁　　　みかん 葱、わかめ 食塩　　２．６
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日 火

14 ご飯 豚肉、玉葱、生姜 E　５５８/６４８ 牛乳 30
豚肉の生姜焼き ほうれん草、豆腐、ごま P　２２.７/２５.５

月 青菜と豆腐和え ごま油 F　２１.５/２３.３ もちもちﾁｰｽﾞﾊﾟﾝ 水
みそ汁 白菜、油揚げ、麩 食塩　　２．６

15 発芽玄米ご飯 ごま、カラスカレイ、小麦粉 E　４７６/５０３ 牛乳 31
魚の磯辺揚げ 卵、青のり、蓮根、人参 P　１８.１/１９.４ ビスケット

火 れんこんサラダ キャベツ、ハム、ﾏﾖﾈｰｽﾞ F　１７.４/１７.３ せんべい 木
みそ汁 ごま、小松菜、えのき 食塩　　２．８

16 ビビンバ 豚肉、生姜、にんにく E　４８９/５０６ 牛乳

春雨スープ 葱、ほうれん草、人参 P　１５.６/１６.３ クラッカー 　　　　※ は新メニューです。

水 もやし、卵、春雨 F　１３.９/１３.３ せんべい

　　　　　　　りんご 食塩　　１．８

※おやつのお菓子は塩分や硬さ等年齢に対応したものを提供しています。

【　みかんを食べよう！　】
みかんの仲間は世界でおよそ９００種類もありますが、日本のみかんは日本独自の品種です。

　 ビタミンＣが多く含まれているので、風邪の予防に大きな効果を発揮します。

※栄養価表示について、未満児0～2歳児、以上児3～5歳児を表しています。また食塩の数値は以上児のものです。

　　おやつ　　献　　立 　　　材　　料 　　おやつ 　　献　　立 　　　材　　料

年末・年始休園

１２/２９（火）～１/３（日）



　　　　　　　　　　　　　　　　　　 １２月　離乳食 献立表
　　　　　             令和2年11月30日
　　　　　                  　和ほいくえん

日 中期 日 中期
後期 後期

曜 午後おやつ 午後おやつ 曜 午後おやつ 午後おやつ

1 お粥 お粥（軟飯） カラスカレイ、砂糖、醤油 雑穀米ご飯　みそ汁 17 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、ほうれん草 ご飯　みそ汁

ほうれん草煮 魚の煮付け　ほうれん草和え物ほうれん草、人参 魚の煮付け キャベツ煮 鶏とほうれん草のクリーム煮えのき、スキムミルク 豚肉のマーマレード焼き

火 人参煮 みそ汁（大根、えのき） 煮干、鰹節、味噌 三色ごま和え 木 人参煮 みそ汁（キャベツ、豆腐） コンソメ、煮干、鰹節 ポパイサラダ

野菜スープ ヨーグルト・バナナ 大根、えのき 牛乳　きなこバナナ 野菜スープ ヨーグルト・人参蒸しパン 味噌、キャベツ、豆腐 牛乳　人参ケーキ

2 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、じゃが芋、人参 カレーライス 18 お粥 パン粥（食パン） 食パン、ミルク ｻﾝﾄﾞｲｯﾁ（ｼﾞｬﾑ､ﾁｰｽﾞ&ﾊﾑ､ﾀﾏｺﾞ）

キャベツ煮 肉じゃが　みかん 玉葱、醤油、砂糖 コーンサラダ　 じゃが芋煮 ポトフ じゃが芋、人参、玉葱 クリームシチュー

水 じゃが芋煮 すまし汁（葱、えのき） 煮干、鰹節、醤油 すまし汁　みかん 金 人参煮 鶏肉、コンソメ みかん

野菜スープ ヨーグルト・ビスケット 葱、えのき 牛乳　ビスケット・せんべい 野菜スープ ヨーグルト・さつま芋とりんご煮 牛乳　さつま芋とりんごの甘煮

3 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、人参、ほうれん草 ご飯　みそ汁 19 中華丼

豆腐煮 鶏と野菜の煮物 醤油、砂糖 鶏の照り焼き すまし汁

木 人参煮 みそ汁（豆腐、わかめ） 煮干、鰹節、味噌、豆腐 切干大根サラダ 土
野菜スープ ヨーグルト・小松菜ﾁｰｽﾞ蒸しﾊﾟﾝわかめ 牛乳　小松菜ﾁｰｽﾞ蒸しﾊﾟﾝ 牛乳　ビスケット・せんべい

4 お粥 煮込みうどん 煮干、鰹節、醤油、うどん スパゲティミートソース 20
ほうれん草煮 フルーツサラダ ほうれん草、人参 フルーツサラダ

金 さつま芋煮 ヨーグルト、りんご、みかん たまごスープ 日
野菜スープ ヨーグルト・食パン 牛乳　ﾏｰﾏﾚｰﾄﾞﾁｰｽﾞｻﾝﾄﾞ

5 焼肉丼 21 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、ほうれん草、人参 ご飯　みそ汁

すまし汁　 ほうれん草煮 鶏と野菜の煮物 醤油、砂糖 豚肉のケチャップ焼き

土 月 人参煮 みそ汁（じゃが芋、わかめ） 煮干、鰹節、味噌 ほうれん草のおかか和え

牛乳　ビスケット・せんべい 野菜スープ ヨーグルト・ビスケット じゃが芋、わかめ 牛乳　豆乳もち

6 22 お粥 鮭粥（軟飯） 鮭、じゃが芋、人参 鮭寿司　なめこ汁

さつま芋煮 ポテトサラダ　バナナ 胡瓜、塩 スパゲティサラダ

日 火 豆腐煮 なめこ汁（なめこ、豆腐、葱）煮干、鰹節、味噌 バナナ

野菜スープ ヨーグルト・せんべい なめこ、豆腐、葱 牛乳　クラッカー・せんべい

7 お粥 お粥（軟飯） 豆腐、玉葱、椎茸、人参 豆腐の肉野菜あんかけ丼 23 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、トマト、キャベツ チャーハン

人参煮 豆腐と野菜のあんかけ煮 インゲン、醤油、砂糖 小松菜のじゃこ和え キャベツ煮 鶏肉のトマト煮 コンソメ、玉葱、わかめ チーズ入りトマトサラダ

月 小松菜煮 みそ汁（大根、わかめ） 片栗粉、煮干、鰹節、味噌 みそ汁 水 じゃが芋煮 ｵﾆｵﾝｽｰﾌﾟ（玉葱、わかめ） オニオンスープ

野菜スープ ヨーグルト・ビスケット 大根、わかめ 牛乳　ウィンナーパン 野菜スープ ヨーグルト・ビスケット 牛乳　ビスケット・せんべい

8 お粥 お粥（軟飯） 鮭、キャベツ、人参 雑穀米ご飯　みそ汁 24 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、トマト、人参 米ぬかふりかけご飯　みそ汁

キャベツ煮 魚のコンソメ煮 コンソメ 鮭のみそマヨネーズ焼き さつま芋煮 鶏肉と野菜の煮物 醤油、砂糖 チキンピカタ

火 南瓜煮 みそ汁（南瓜、玉葱）　バナナ 煮干、鰹節、味噌 フレンチサラダ　バナナ 木 ほうれん草煮 みそ汁（さつま芋、ほうれん草） 煮干、鰹節、味噌 胡瓜とトマトのナムル　みかん

野菜スープ ヨーグルト・せんべい 南瓜、玉葱 牛乳　クラッカー・せんべい 野菜スープ ヨーグルト・蒸しパン ほうれん草、さつま芋 牛乳　クリスマスケーキ

9 お粥 お粥（軟飯）　胡瓜とささみ和え 胡瓜、ささみ、もやし、醤油 ひじきご飯　豚汁 25 お粥 パン粥（食パン） 食パン、ミルク ロールパン（チーズ）

大根煮 みそ汁（豆腐、大根、人参 煮干、鰹節、味噌 胡瓜とささみごまみそ和え ブロッコリー煮 ブロッコリー ブロッコリー ミートローフ　ブロッコリー

水 人参煮 　　　　　　　　　　　　葱、牛蒡） 豆腐、人参、大根、牛蒡 みかん 金 人参煮 ジュリエンヌスープ コンソメ、鶏肉、人参 ジュリエンヌスープ

野菜スープ ヨーグルト・ビスケット 葱 牛乳　ビスケット・せんべい 野菜スープ フルーツヨーグルト キャベツ、玉葱 麦茶　ﾌﾙｰﾂﾖｰｸﾞﾙﾄ・せんべい

10 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、醤油、砂糖 ふりかけご飯　みそ汁 26 煮込みうどん

じゃが芋煮 鶏肉の煮物　ポテトサラダ じゃが芋、人参、胡瓜、塩 鶏のさっぱり煮 さつま芋の甘煮

木 人参煮 みそ汁（豆腐、葱） 煮干、鰹節、味噌 マカロニサラダ 土
野菜スープ ヨーグルト・せんべい 豆腐、葱 麦茶　ヨーグルト・せんべい 牛乳　クラッカー・せんべい

11 お粥 きのこうどん 煮干、鰹節、醤油、うどん わかめうどん 27
さつま芋煮 さつま芋の甘煮 椎茸、舞茸、ほうれん草 さつま芋の天ぷら

金 ほうれん草煮 葱、さつま芋、醤油、砂糖 ヤクルト 日
野菜スープ ヨーグルト・食パン 牛乳　ぶどうパン

12 親子丼 28 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、じゃが芋、人参 ご飯　みそ汁

すまし汁 じゃが芋煮 肉じゃが 玉葱、醤油、砂糖 豚肉のつけ焼き

土 月 人参煮 みそ汁（葱、わかめ） 煮干、鰹節、味噌 ポテトサラダ　みかん

牛乳　クラッカー・せんべい 野菜スープ ヨーグルト・ビスケット 葱、わかめ 牛乳　ビスケット・せんべい
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日 火

14 お粥 お粥（軟飯） 豆腐、鶏肉、ほうれん草 ご飯　みそ汁 30
ほうれん草煮 豆腐のそぼろあんかけ煮 玉葱、醤油、砂糖、片栗粉 豚肉の生姜焼き

月 豆腐煮 みそ汁（白菜） 煮干、鰹節、味噌、白菜 青菜と豆腐和え 水
野菜スープ ヨーグルト・ビスケット 牛乳　もちもちチーズパン　

15 お粥 お粥（軟飯） カラスカレイ、蓮根、人参 発芽玄米ご飯　みそ汁 31
人参煮 魚と根菜の煮物 キャベツ、醤油、砂糖 魚の磯辺揚げ

火 キャベツ煮 みそ汁（小松菜、えのき） 煮干、鰹節、味噌 れんこんサラダ 木
野菜スープ ヨーグルト・せんべい 小松菜、えのき 牛乳　ビスケット・せんべい

16 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、ほうれん草、人参 ビビンバ

ほうれん草煮 鶏と野菜の煮物 もやし、醤油、砂糖 春雨スープ ※ は新メニューです。
水 人参煮 春雨スープ（春雨）　りんご 煮干、鰹節、醤油、春雨 りんご

野菜スープ ヨーグルト・ビスケット 牛乳　クラッカー・せんべい

※おやつのお菓子は塩分や硬さ等年齢に対応したものを提供しています。
※アレルギー食は除去または代替えで対応しています。
※離乳食の塩分は０．５ｇを目安にしています。

　

完了期
初期 離乳食・材料

完了期
初期 離乳食・材料

年末･年始休園

12/29（火）～1/3（日）


