2021年度 7月

献立表

健生くまのこ園
日付

午前おやつ

給

食

午後おやつ

酢豚,わかめスープ,ごは
ん

1(木)

牛乳

2(金)

お菓子

5(月)

お菓子 きサラダ,ごはん

ドーナツ,牛
乳

たまねぎ,マッシュルー
ム,カットトマト,ブロッコ
リー,ぶどうジュース,り
んごジュース

ケチャップ,ウス
ターソース,コンソ
メ,塩,こしょう,酒

なすと豚肉のみそ炒め,ひじ バナナケー

豚肉,ひじき,ツナ 砂糖,油,マヨネーズ,
すりごま,米,ホット
缶,牛乳

なす,たまねぎ,ピーマ
ン,にんじん,きゅうり,バ
ナナ

こいくちしょうゆ,
あわせみそ

キ,牛乳

白身魚のゆかり揚げ,ミニト ごま団子,
マト,冬瓜そぼろ煮,ごはん 牛乳

7(水)

お菓子

季節メニュー 七夕そうめ しょうゆせん
べい,牛乳
ん,鶏つくね,メロン

洋風ツナじゃが,マカロニソ ブルーベリー
牛乳 テー,ごはん,カルピスゼリー ヨーグルトパ

ケーキミックス

たら,鶏ひき肉,絹 小麦粉,揚げ油,砂 ゆかり,ミニトマト, 酒,水,みりん,うすく
糖,かたくり粉,米,上 とうがん
ちしょうゆ,塩,だし
ごし豆腐,牛乳
新粉,白玉粉,すりご
ま
卵,かにかまぼこ, ひやむぎ,かたくり きゅうり,みかん
魚肉ソーセージ, 粉,砂糖,油,マヨネー 缶,メロン
昆布,つくね,牛乳 ズ,しょうゆせんべ
い

ツナ缶,ヨーグル
ト,寒天,カルピス

フェ

ハンバーグ,ブロッコリー,きゅう 水ようかん,
9(金) お菓子 りとかにかまの酢の物,ごはん
牛乳

13(火)

15(木)

牛乳

じゃがいも,砂糖,マー
ガリン,マカロニ,油,米,
ブルーベリージャム,
コーンフレーク

汁,こいくちしょうゆ

魚：弁当

塩,だし汁,みりん,
こいくちしょうゆ,
水

にんじん,たまね こいくちしょうゆ,コ
ぎ,さやいんげん, ンソメ,水,ケチャッ
プ,塩,こしょう
コーン缶

合いびき肉,牛乳, パン粉,砂糖,マヨ たまねぎ,ブロッ
カットわかめ,かに ネーズ,米
コリー,きゅうり
かまぼこ,こしあん,
寒天
木綿豆腐,豚ひき 油,砂糖,かたくり粉, たまねぎ,白ねぎ,
ごま油,米,小麦粉, しょうが,もやし,
肉,ハム,牛乳
マーガリン,マーマ きゅうり
レード
さけ,あおのり,蒸し 小麦粉,ごま油,砂 ミニトマト,ほうれ
大豆,魚肉ソーセー 糖,米
ん草,にんじん,バ
ジ,牛乳
ナナ

塩,こしょう,ケチャップ,
ウスターソース,水,こい
くちしょうゆ,酢

夏野菜カレー,ブロッコリーコー 塩せんべ
ンドレッシング,みかんゼリー い,牛乳

豚ひき肉,牛乳

カレールウ,コン
ソメ,塩,こしょう,
水,酢

スペイン風オムレツ,コー
ルスロー,ロールパン

卵,ツナ缶,ピザ用 マヨネーズ,砂糖, にんじん,たまねぎ, コンソメ,酢,塩,み
チーズ,牛乳,かに ロールパン,米,こ ブロッコリー,キャベ りん,こいくちしょ たまご：弁当
かまぼこ,鶏もも んにゃく,ごま油 ツ,コーン缶,ごぼう うゆ

中国料理 麻婆豆腐,もや
しナムル,ごはん

鮭の磯辺焼,ミニトマト,ほう
牛乳 れん草大豆サラダ,ごはん

14(水) お菓子

体の調子をとと
その他
アレルギー
のえるもの
にんじん,たまね 酢,ケチャップ,こいく
ぎ,しいたけ,ピー ちしょうゆ,水,塩,こ
しょう,コンソメ
マン

牛肉,牛乳,寒天, 米,小麦粉,砂糖,
きな粉
バター,じゃがい
も,わらび粉

牛乳

12(月) お菓子

からだの熱や力
になるもの
油,砂糖,かたくり
粉,いりごま,米,
ドーナツ

ハヤシライス,マッシュポテ わらびもち,
ト,あじさいゼリー
牛乳

6(火)

8(木)

からだの血や肉
になるもの
鶏団子（冷）,カッ
トわかめ,絹ごし
豆腐,牛乳

マーマレード
蒸しケーキ,牛
乳

バナナ,牛
乳

鶏ごぼうご
はん,牛乳

米,じゃがいも,油,
砂糖,みかんゼ
リー,塩せんべい

たまねぎ,トマト,なす,に
んじん,オクラ,ブロッコ
リー,コーン缶,コーンク
リーム

こいくちしょうゆ,あわ
せみそ,酒,コンソメ,水,
酢,ベ－キングパウダ
－

塩,酒,みりん,こいく
ちしょうゆ,マヨネー
ズ,だし汁

魚：弁当

16(金) お菓子

鶏の唐揚げ,じゃがいもとひ フルーツポ
じきの煮物,ごはん
ンチ,牛乳

鶏肉,油あげ,ひじ 小麦粉,かたくり しょうが,たまねぎ, こいくちしょうゆ,
き,寒天,牛乳
粉,油,じゃがいも, にんじん,もも缶,み みりん,酒,だし汁,
かん缶,りんご
砂糖,米
水

19(月) お菓子

枝豆と昆布のまぜごはん, フレンチトー
高野豆腐の含め煮,豚汁 スト,牛乳

塩昆布,高野豆
腐,豚肉,木綿豆
腐,牛乳,卵

親子丼,味噌汁（なす・長
ねぎ）,すいか

鶏肉,かまぼこ, 砂糖,米,コーンフ たまねぎ,にんじ こいくちしょうゆ,
卵,きざみのり,牛 レーク
ん,なす,長ねぎ, みりん,酒,だし汁, たまご：弁当
乳
すいか
赤みそ

20(火)

牛乳

コーンフ
レーク

ジュース

米,いりごま,砂糖, えだまめ（冷）,にん みりん,うすくち
じん,さやいんげん, しょうゆ,だし汁,
食パン
大根,白ねぎ
あわせみそ

非常食 カレー(ﾚﾄﾙﾄ),ご バウムクー
はん,ミックスゼリー
ヘン,牛乳

牛乳

21(水) お菓子

米,バウムクーヘ ミックス（みかん, カレー(ﾚﾄﾙﾄ)
ン
もも,パイン）ゼ
リー

26(月) お菓子

厚揚げの中華炒め,さつま ごま蒸しパ
芋の煮物,ごはん
ン,牛乳

厚揚げ,鶏ひき
肉,牛乳

ごま油,かたくり粉, たまねぎ,にんじ
さつまいも,砂糖,米, ん,チンゲンサイ
小麦粉,いりごま

冷やし中華,なすと油揚げ ひじき混ぜ
の煮物,ミニゼリー
ご飯,牛乳

魚肉ソーセージ,卵,か 中華めん(乾),米,マヨ
にかまぼこ,油揚げ,ひ ネーズ,ごま油,砂糖,ミ
じき,ツナ缶,牛乳
ニゼリー,コーンフレー
ク

もやし,きゅうり,な 水,こいくちしょう
す,にんじん
ゆ,酢,みりん,だし
汁

非常食 惣菜パン,バナナ, いちごヨー
りんごジュース
グルト

いちごヨーグルト 惣菜パン

バナナ,りんご
ジュース

わかめごはん,きびなご＆白身 ひよこクッ
フライ,切干大根の煮物
キー,牛乳

炊き込みわかめ,き 米,いりごま,油,砂 切り干し大根,にん 塩,みりん,こいく
びなごフライ,白身 糖,小麦粉,バター じん,さやえんどう, ちしょうゆ,だし汁
フライ,油あげ,牛乳
かぼちゃパウダー

韓国料理 チャプチェ,た
まごスープ,ごはん

豚肉,卵,木綿豆
腐,牛乳

27(火)

牛乳

28(水) お菓子

29(木)

牛乳

30(金) お菓子

月平均栄養価

エネルギー 546kcal
エネルギー 458kcal

ラスク,牛乳

たんぱく質 18.3g
たんぱく質 14.7g

はるさめ,ごま油,砂糖,
いりごま,かたくり粉,米,
ロールパン,バター

コンソメ,こいくちしょう
ゆ,塩,水,みりん,だし
汁,ベ－キングパウダ
－,うすくちしょうゆ

魚：弁当

たまねぎ,にんじ コンソメ,こいくち
ん,ピーマン,白ね しょうゆ,水
ぎ

脂質 15.4g
脂質 13.4g

※献立は仕入れ状況により、変更になることがあります。
※離乳食(1歳6ヵ月まで)：ご家庭で食べたことのある食品をもとに提供しています。初めて食べた食品は連絡帳にてお知らせください。
※幼児食：献立表の食材を参考に初めて食べる食品は、ご家庭で一度食べていただけるとより安全に提供できますのでご協力お願いいたします。

2021年度 7月

離 乳 食 献 立 表
離 乳 食

1

木 <酢豚風> ツナ缶 40ｇ にんじん 15ｇ たまねぎ 25ｇ しいたけ 7ｇ ピーマン 10ｇ 砂糖 カットトマト こいくちしょうゆ
<わかめスープ> カットわかめ 0.07ｇ 絹ごし豆腐 14ｇコンソメ
<ごはん> 75～90ｇ <粥> 75～90ｇ

2

金 <ハヤシトマト煮> 米 38ｇ 牛肉18ｇ たまねぎ 45ｇ カットトマト 40ｇ コンソメ 砂糖

こいくちしょうゆ ブロッコリー 15ｇ

<マッシュポテト> じゃがいも 25ｇ粉ミルク 塩
<あじさいゼリー> ｸﾞﾚｰﾌﾟｼﾞｭｰｽ 21ｇ 砂糖 寒天 0.18ｇ 水 ｱｯﾌﾟﾙｼﾞｭｰｽ21ｇ 砂糖 寒天 0.18ｇ 水

5

月 <なすと豚肉のみそ煮> なす 28ｇ たまねぎ 14ｇ ピーマン 3.5ｇ にんじん 4.9ｇ 豚もも20ｇ 砂糖 こいくちしょうゆ あわせみそ
<ひじきとツナの煮物> ツナ缶 20ｇ たまねぎ 15ｇ きゅうり 10ｇ ひじき 0.5ｇ こいくちしょうゆ かたくり粉 2ｇ
<ごはん> 75～90ｇ <粥> 75～90ｇ

6

火 <煮魚> たら 40ｇ 砂糖 こいくちしょうゆ だし汁 30ｇ
<ミニトマト> ミニトマト 14ｇ
<じゃが芋そぼろ煮> じゃが芋 35ｇ 鶏ひき肉 10ｇ 砂糖 うすくちしょうゆ だし汁 かたくり粉 2ｇ
<ごはん> 75～90ｇ <粥> 75～90ｇ

7

水 <七夕そうめん> ひやむぎ 35ｇ 卵 11ｇ かたくり粉 0.07ｇ 砂糖 きゅうり10ｇ ツナ缶10ｇ だし汁 70ｇ 砂糖 こいくちしょうゆ
<鶏肉の煮物> 鶏肉 28ｇ たまねぎ 20ｇ 砂糖 こいくちしょうゆ だし汁 10ｇ かたくり粉 2ｇ
<メロン> メロン 28ｇ

8

木 <洋風ツナじゃが> じゃがいも 42ｇ にんじん 14ｇ たまねぎ 32ｇ ツナ缶 14ｇ さやいんげん 3.5ｇ 砂糖 こいくちしょうゆ コンソメ
<マカロニトマト煮> マカロニ 6.4ｇ コーン缶 8ｇ カットトマト 5ｇ しょうゆ
<ごはん> 75～90ｇ <粥> 75～90ｇ
<カルピスゼリー> カルピス 14ｇ 寒天 0.27ｇ 水 58ｇ 砂糖 1.3ｇ

9

金 <ハンバーグ> 合いびき肉 28ｇ たまねぎ 18ｇ 牛乳 9.8ｇ パン粉 2.5ｇ 塩 こいくちしょうゆ 砂糖 かたくり粉3ｇ ブロッコリー15ｇ
<きゅうりとわかめの煮物> きゅうり 11ｇ カットわかめ 0.53ｇ 砂糖 こいくちしょうゆ だし汁
<ごはん> 75～90ｇ <粥> 75～90ｇ

12 月 <麻婆豆腐> 木綿豆腐 60ｇ 豚ひき肉 20ｇ たまねぎ 20ｇ こいくちしょうゆ あわせみそ 砂糖 コンソメ かたくり粉 1ｇ
<じゃがいもの煮物> じゃがいも 20ｇ たまねぎ 20ｇ にんじん 7ｇ 砂糖 こいくちしょうゆ だし汁
<ごはん> 75～90ｇ <粥> 75～90ｇ

13 火 <煮魚> さけ 40ｇ 砂糖 こいくちしょうゆ だし汁
<ミニトマト> ミニトマト 14ｇ
<ほうれん草大豆ミルク煮> 大豆15ｇ ほうれんそう 20ｇ にんじん 8ｇ 粉ミルク 塩
<ごはん> 75～90ｇ <粥> 75～90ｇ

14 水 <トマト煮> 豚ひき肉 20ｇ じゃがいも 30ｇ たまねぎ 30ｇ トマト 12ｇ なす 10ｇ にんじん 10ｇ カットトマト 8.4ｇ 砂糖 こいくちしょうゆ コンソメ
<ブロッコリーミルク煮> ブロッコリー 21ｇ コーン缶4.9ｇ 粉ミルク
<ゼリー> 0.5こ

15 木 <スペイン風オムレツ> 卵 21ｇ ツナ缶11ｇ にんじん 5.6ｇ たまねぎ 11ｇ ブロッコリー 11ｇ 牛乳 5.6ｇ コンソメ
<キャベツミルク煮> キャベツ 40ｇ コーン缶6ｇ にんじん 5ｇ 粉ミルク 塩
<ロールパン> ロールパン 0.8個 <パン粥> ロールパン 0.8個 粉ミルク

16 金 <鶏肉の煮物> 鶏肉 28ｇ たまねぎ 20ｇ 砂糖 こいくちしょうゆ だし汁 かたくり粉 2ｇ
<じゃがいもとひじきの煮物> じゃがいも 21ｇ たまねぎ 11ｇ にんじん 4.9ｇ 油あげ 4.9ｇ ひじき 0.56ｇ 砂糖 こいくちしょうゆ だし汁
<ごはん> 75～90ｇ <粥> 75～90ｇ

19 月 <枝豆のまぜごはん> 米 35ｇ えだまめ（冷）11ｇ <粥の方はかゆ>
<豆腐煮> 木綿豆腐 15ｇ にんじん 10ｇ さやいんげん 5ｇ 砂糖 うすくちしょうゆ だし汁
<豚汁> 豚ばら14ｇ にんじん 7ｇ 大根 21ｇ 木綿豆腐 11ｇ あわせみそ だし汁

20 火 <親子丼> 鶏肉 14ｇ たまねぎ 21ｇ にんじん 5.6ｇ 砂糖 こいくちしょうゆ だし汁 卵 18ｇ 青のり 米 39ｇ
<味噌汁（大根・油揚げ）> 大根 21ｇ 油あげ 3.5ｇ あわせみそ だし汁
<すいか> すいか 35ｇ

21 水 非常食<キューピーレトルト離乳食> １箱
<プチダノンヨーグルト> 1こ

26 月 <厚揚げの煮物> 厚揚げ 28ｇ 鶏ひき肉 11ｇ たまねぎ 21ｇ にんじん 7ｇ チンゲンサイ 11ｇ コンソメ こいくちしょうゆ かたくり粉 0.7ｇ
<さつま芋の煮物> さつまいも 28ｇ 砂糖

こいくちしょうゆ

だし汁

<ごはん> 75～90ｇ <粥> 75～90ｇ

27 火 <冷やし中華> ひやむぎ 28ｇ もやし 14ｇ 卵 11ｇ きゅうり 11ｇ ツナ缶15ｇ 砂糖 こいくちしょうゆ だし汁
<なすと揚げの甘辛煮> なす 21ｇ 油あげ 4.9ｇ こいくちしょうゆ 砂糖 だし汁
<ミニゼリー> 1こ

28 水 <キューピーレトルト離乳食> １箱
<バナナ> バナナ 30ｇ
<りんごジュース> 0.5本

29 木 <わかめごはん> 米 35ｇ 炊き込みわかめ 0.21ｇ <粥の方はかゆ>
<ツナの煮物> ツナ缶20ｇ たまねぎ 15ｇ こいくちしょうゆ 砂糖 かたくり粉 2ｇ
<大根の煮物> 大根 30ｇ 油あげ 5ｇ にんじん 10ｇ 砂糖 こいくちしょうゆ だし汁

30 金 <肉じゃが> じゃがいも30ｇ 豚肉 20ｇ たまねぎ 10ｇ にんじん 10ｇ ピーマン 6ｇ 砂糖 こいくちしょうゆ だし汁
<たまごスープ> 卵 14ｇ 木綿豆腐15ｇ たまねぎ 7ｇ コンソメ こいくちしょうゆ 水 かたくり粉
<ごはん> 75～90ｇ <粥> 75～90ｇ

