
令和　２年

1 胚芽ごはん 2  　　弁当会 3 麦ご飯 4 麦ご飯 5 うどん汁
みそ汁 すまし汁 みそ汁 おからサラダ
おでん ソーキのケチャップ煮 焼き鯖のおろしかけ カボチャの天ぷら

納豆和え かぼちゃサラダ ひじき炒り煮 果物
果物 果物 果物

お茶
みそおにぎり

7 麦ご飯 8 パン 9 黒米ご飯 10 オムライス 11 カレー 12
野菜スープ 卵スープ みそ汁 冬瓜スープ みそ汁
チキンのトマト煮 魚のグラタン 魚フライﾀﾙﾀﾙｿｰｽ コールスローサラダ コールスロー
ポテトチーズ焼き 青菜ソテー きんぴらごぼう 果物 ヨーグルト和え
果物 果物 果物

14 麦ご飯 15 胚芽ごはん 16 ピラフ 18 レバーミート 17 胚芽ごはん 19 炊き込みご飯
ゆしトーフ イナムルチ汁 野菜スープ スパゲティ みそ汁 みそ汁
魚の黄金焼き 麩チャンプルー 魚ﾌﾗｲﾀﾙﾀﾙｿｰｽ レタススープ おでん かぼちゃ煮物
筑前煮 ゴママヨ和え リンゴヨーグルト 納豆和え 春雨の和えもの
果物 果物 果物 チーズ 果物 果物

21 黒米ご飯 22 麦ご飯 23 麦ご飯 24 ★クリスマス会★ 25 オムライス 26 カレー
みそ汁 すまし汁 みそ汁 冬瓜スープ みそ汁
魚のチーズピカタ ソーキのケチャップ煮 焼き鯖のおろしかけ コールスローサラダ コールスロー
きんぴらごぼう かぼちゃサラダ ひじき炒り煮 果物 ヨーグルト和え
果物 果物 果物

28 年越しそば
肉野菜炒め
かぼちゃのおかか煮

果物

誕生日ケーキ
保育ミルク

お茶 保育ミルク

みそおにぎり

ヨーグルトラスク
お茶
くずもち

お茶

保育ミルク
Ｘｍａｓケーキ

ミネストロ－ネ 保育ミルク
パンおにぎり

保育ミルク
クッキー

パン
お茶保育ミルク

もちもちお好み焼き

じゃがいも団子

パン ピザトースト

保育ミルク ヤクルト

プリン

クラッカー 黒糖カステラ

保育ミルク 保育ミルク

大学いも

イナリ寿司 もちもちドーナッツココアケーキ
保育ミルク

月 火 水 木 金

お茶 保育ミルク

ポテカボチーズ

保育ミルクお茶
ぜんざい

社 会 福 祉 法 人

愛護保育園

お茶

土

お茶

※ 12/29～
1/3 まではお正
月休みとなりま

す。

＜風邪のときの食事＞

１）脱水症状を防ぐため
水分の補給を
番茶、ほうじ茶、麦茶、おろ
しりんご、野菜のスープ

２）熱のある時はビタミン
ＣやＢ１が必要
ポテト、豆腐、卵、カボチャ、
にんじんなど

３）体をあたためる食事を
おかゆ、寄せ鍋、みそ汁、う

どん

４）消化の良いものを
おかゆ、柔らかく煮たうどん

× 向かないもの
油の多いもの、食物繊維の
多いもの、塩分の強いもの

年越しそば
「そばのように長く生きられるように」「切れやすいそば

のように、旧年の労苦や災厄をさっぱり切り捨てよう」と
年越しソバには様々な意味があります。沖縄では家族
揃って沖縄そばを食べるのが大晦日の光景ですね。

風邪に負けないからだをつくろう！

1 たんぱく質をとる
血や肉を作り、脂肪を燃えやすくして、体を温め

ます。

（肉、魚、卵、豆腐など）

２ ビタミンＣをとる
寒さに対する抵抗力を強くする働きがあります。
（ブロッコリー、ジャガイモ、いちご、みかん）

３ ビタミンＡをとる
のどの粘膜を丈夫にして、かぜをひきにくくします。

（レバー、ウナギ、人参、ほうれん草など）

朝夕寒い日がつづき、風邪をひきやすい季節になりまし
た。手洗いうがいで風邪の予防をしっかりすることも大切で
すが、生活リズムが崩れやすい時期でもあります。クリス
マスや年末年始と、子どもたちが楽しみにしている行事が
たくさんあるので、元気に過ごせるように、早寝・早起き・朝



令和　２年

　　　　
＊(　)は後期食です

1 2 　　弁当会 3 4 5
胚芽ご飯（おかゆ） 麦ご飯（おかゆ） 麦ご飯（おじや）
みそ汁 みそ汁

ソーキのケチャップ煮

果物 （カボチャの煮つけ）
ミルク ミルク ミルク ミルク

麦ぜんざい(野菜のミルクスープ)

7 8 9 10 11 12
パン（おかゆ） オムライス（卵雑炊） カレー (赤ちゃんカレー)
魚のスープ煮 魚のタルタルソース 冬瓜スープ（スープ） みそ汁（みそ汁）

(鶏ミンチのトマト煮) きんぴらごぼう （野菜の煮込み） ヨーグルト和え
果物 （人参の炒め煮） ミルク

果物　　 ミルク ミルク 果物　　ミルク

マッシュポテト
14 15 16 17 18 19

ピラフおにぎり（全粥） 胚芽ご飯（おかゆ） 炊き込みご飯（おじや）
ゆしトーフ イナムルチ 野菜スープ（野菜スープ） みそ汁 みそ汁（みそ汁）

麩チャンプルー
（白身魚の煮込み） （麩チャンプルー） （魚の煮つけ） りんごヨーグルト （かぼちゃの煮物）
筑前煮（根菜煮） 果物 ポテカボチーズ 果物 果物
ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク

（キャベツのツナ煮）
21 22 23 24 ☆クリスマス会☆ 25 26

黒米ご飯（おかゆ） 麦ご飯（おかゆ） 麦ご飯（おじや） オムライス（卵雑炊） カレー (赤ちゃんカレー)
魚のチーズピカタ 春雨スープ（春雨スープ） みそ汁 冬瓜スープ（スープ） みそ汁（みそ汁）

ソーキのケチャップ煮 コールスローサラダ
きんぴらごぼう ヨーグルト和え
（人参の炒め煮） ミルク
果物　　ミルク ミルク ミルク

（野菜と豚肉の煮込み） Ｘｍａｓケーキ♬ ヨーグルト和え 蒸しパン(パン粥)
28

年越しそば（うどん）
野菜煮びたし

（かぼちゃのおかか煮）
ミルク

油味噌おにぎり（おかゆ）
お好み焼き風

春雨スープ（春雨スープ）

かぼちゃサラダ（かぼちゃ煮）

（魚のスープ煮）

黒米ご飯（おかゆ）

青菜ソテー（青菜煮込み）

コールスロー

カボチャの天ぷら

（りんごヨーグルト）

社会福祉法人

愛護保育園

蒸しパン（おかゆ）

おでん（おでん風） 南瓜の煮物

チキンのトマト煮

ポテトチーズ焼き

大学いも(さつまいも煮) （野菜の卵とじ） クッキー

保育ミルク
（玉ねぎと人参の煮込み）

（豆腐と野菜の炒め煮）

かぼちゃ蒸しパン

みそおにぎり(雑炊)

クラッカー（トマト雑炊）

かぼちゃサラダ（かぼちゃ煮）

お茶

アガラサー（おかゆ） ミルク
誕生日ケーキ くずもち(イモの甘煮)

かぼちゃのおかか煮

ミルク　ソフトせんべい保育ミルク

（魚の煮つけ）
（ケチャップ煮）

保育ミルク ミルク

魚のおろしかけ

（ポテカボチーズ）　ミルク
ミネストローネスープ 保育ミルク 保育ミルク ふりかけおにぎり（しらす粥） 保育ミルク

魚の黄金焼き 魚のタルタルソース レタススープ（野菜スープ）

ドーナッツ（野菜の卵とじ） 卵なしプリン(ヨーグルト)

麦ご飯（おかゆ） ミートソーススパゲティ風
（ミートソーススパゲティ風）

ホットケーキ(リンゴ煮)

麦ご飯（おじや）

保育ミルク いなり寿司（しらす粥） 保育ミルク ミルク　ソフトせんべい

パン(パン粥)

コールスロー（魚の煮つけ） コールスローサラダ

麦ご飯(おかゆ)
野菜スープ

（かぼちゃのチーズ焼き）

納豆 （ケチャップ煮） （魚のおろし煮）

保育ミルク 保育ミルク ミルク 保育ミルク

うどん（うどん）
おからサラダ

おでん（おでん風） 魚のおろしかけ (豆腐と野菜の炒め煮)

月 火 水 木 金

（魚のおろし煮）
ひじき炒り煮（ひじき炒り煮）

土

（野菜の煮込み）

ひじき炒り煮（ひじき炒り煮）

ピザトースト風(キャベツのツナ煮)

納豆

※12/29～1/3
まではお正月
休みとなりま
す。

糖質の場合は…たんぱく質

◎冬本番！◎

気温も下がり、空気も乾燥してきます。抵抗力の弱い低

年齢クラスの園児にとって、インフルエンザや風邪には要

注意。

栄養、睡眠を十分にとって体調を整え、新しい年を迎え

る準備をしましょう♪

どうして赤ちゃんは食べ物でアレルギーが出やすいのでしょうか？

画像：日本蛋白質構造データバンクHPより

電子顕微鏡で見ると、こんな姿をしています

栄養素は、バラバラに細かく切られてから吸収されます

たんぱく質は、長くつ
ながっていて、複雑な
構造をしているので、
『消化酵素』でバラバラ
にするのが大変！

体は『血液に自分の体を作っている成分
と違うものが入ってきた！』と勘違いしま
す

たんぱく質が十分にバラバラにならないまま
吸収される（血液に入る）と・・・

そのため、体はその異物を排除しようと

します。それが発疹や嘔吐、下痢などの

アレルギー症状として現れます。

★たんぱく質は食品によって複雑さが違っています

食物アレルギー三大原因食品

１位 鶏卵、２位 牛乳、３位 小麦
※食物アレルギー診療ガイドライン２０１６

調理なら例えば・・・
・卵なら、消化酵素と混ざりやすい茹で
卵の黄身から！黄身を食べさせる時に
「固ゆで卵＝よく火を通す」

・大豆のアレルギーがあっても発酵に
よって醤油や味噌では症状が出にくい

など・・・

「消化酵素」の仕事
たくさんの種類の

酵素が必要

たんぱく質は、加熱や
発酵といった調理や、
消化などによって、
くっついている場所が
切れる、または切れ
やすくなります

たんぱく質を細かくするには

「消化酵素」が十分にはたらく
ことが必要

・十分な量がでる
・よく混ざる
・よく効く

食品体験で訓練する

消化酵素の出る時期に合わせて少し
ずつ食品の種類を増やしていく

＋
生活リズムを整える

自律神経の働きで、消化しやすい体制を整えます
そのためにも、早寝・早起きに加え毎日決まった時

間に食事をすることも大切です

離乳食で、白身より黄身が
先なのは、どうして？


