
２０２０年 ７月予定献立表 緑の家保育園

曜日 日にち 　10時 お　　　　ひ　　　　る 　　お　　　　や　　　　つ

1才児 胚芽米ごはん　　　　中華風きゅうり 星形ゼリー 米 豆腐 枝豆 きゅうり 小松菜 なす

水 1 2才児 麻婆なす にら 長ねぎ みかん果汁 干し椎茸 豚ひき肉 ごま油
すいか割り

　クラス わかめスープ　　　　　　　すいか 茹で枝豆 アガー

15 胚芽米ごはん ヨーグルトあえ 米 豆腐 はちみつ きゅうり 小松菜 とうもろこし

水 麻婆なす　　　　　中華風きゅうり (メロン) なす にら 長ねぎ みかん缶 もも缶 干し椎茸

29 わかめスープ 茹でとうもろこし 豚ひき肉 ごま油 ヨーグルト

2 食パン　　　　　　　　　　　　 梅干しのおにぎり 食パン 小麦粉 米 じゃがいも ゆで大豆 いりごま

木 16 かじき鮪のソティ　　　　ボルシチ アスパラガス キャベツ 小松菜 玉葱 コーン缶 人参

30 アスパラとコーンのサラダ 果物 梅干し めかじき 牛もも肉 豚ベーコン バター 牛乳

3 肉みそ冷麺 鮭寿司 米 スパゲティ いりごま キャベツ きゅうり ゆで筍

金 17 牛 きゅうりともやしのサラダ 牛 玉葱 にら 人参 長ねぎ もやし 干し椎茸

31 野菜スープ（にら） 果物 甘塩鮭 豚ひき肉 ごま油

4 ごはん きな粉ラスク 米 食パン じゃがいも きな粉 油揚げ キャベツ

土 鮭のちゃんちゃん焼き　　　　果物 小松菜 玉葱 長ねぎ 青ピーマン もやし 生鮭

18 じゃが芋のみそ汁 果物 バター

6 胚芽米ごはん ミートサンド 食パン 米 米粉 ゆで大豆 油揚げ かぼちゃ

月 キスの竜田揚げ　　　　　　酢の物 キャベツ きゅうり 小松菜 玉葱 人参 しらす

20 かぼちゃのみそ汁 果物 きす 生わかめ 豚ひき肉 バター チーズ

なすとピーマンのドライカレー 米 小麦粉 はちみつ 大豆 豆腐 キャベツ

火 7 乳 コールスロー　　　　　　　果物 乳 お誕生ケーキ 小松菜 玉葱 コーン缶 なす 人参 長ねぎ
誕生会 豆腐とベーコンのスープ 青ピーマン 豚ひき肉 豚ベーコン クリーム バター BP　重曹

なすとピーマンのドライカレー コーンチーズパン 米 小麦粉 はちみつ 大豆 豆腐 キャベツ

火 21 　100ｃｃ コールスロー 　100ｃｃ 小松菜 玉葱 コーン缶 なす 人参 長ねぎ

豆腐とベーコンのスープ 果物 青ピーマン 豚ひき肉 豚ベーコン チーズ バター イースト

8 五目うどん 枝豆としらすの 干しうどん 米 米パン粉 豆腐 油揚げ いりごま

水 松風焼き おにぎり 枝豆 キャベツ きゅうり 大根 人参 長ねぎ

22 梅おかか和え 果物 ほうれん草 しらす 削り節 鶏むね肉 鶏挽き肉

胚芽米ごはん かぼちゃの 米 小麦粉 しらたき 豆腐 かぼちゃ キャベツ

木 9 さばの煮つけ　　　　　豚汁 チーズケーキ きゅうり ごぼう 小松菜 大根 人参 長ねぎ

和風サラダ 果物 しらす さば わかめ 豚もも肉 生クリーム チーズ

ごま塩ごはん　　　　のりあえ ほろほろクッキー 小麦粉 米 米粉 黒砂糖 油揚げ いりごま

金 10 鶏のマーマレード焼き プルーン すりごま キャベツ 小松菜 なす にら 人参

なすとニラのみそ汁 果物 マーマレード プルーン しらす 焼きのり 鶏もも肉 バター

11 きつねうどん チーズボール 干しうどん 米 油揚げ いりごま いんげん かぼちゃ

土 かぼちゃのそぼろ煮　　　　　果物 きゅうり 大根 玉葱 人参 ほうれん草 削り節

25 甘酢きゅうり 果物 焼きのり 鶏むね肉 鶏ひき肉 チーズ

13 胚芽米ごはん 大学芋 米 さつまいも 水あめ 大豆 豆腐 いりごま

月 鮭の塩焼き　　　　　ひじきの炒め煮 キャベツ 小松菜 玉葱 人参 ひじき 生鮭

27 キャベツと豆腐のみそ汁 果物

14 きな粉ごはん 冷やしそうめん そうめん 米 しらたき じゃがいも きな粉 油揚げ

火 肉じゃが　　　　　　　　　　　　果物 豆腐 いんげん 小松菜 玉葱 人参 長ねぎ

28 もずくと豆腐のみそ汁 プルーン プルーン なめこ もずく 焼きのり 豚もも肉

エネルギ－ ﾀﾝﾊﾟｸ質 脂質 糖質 食塩

（ｋｃａｌ） （ｇ） （ｇ） （ｇ） （ｇ）

3.4.5才児 551 21.3 16.5 79.3 2.2

（平均）

  ざ　　　　い　　　り　　　ょ　　　う



２０２０年 ７月 離乳食予定献立表 緑の家保育園
◎おかゆは軟飯です。果物はすりりんごと季節の果物です。 ◎おかゆは硬粥です。果物はすりりんご（加熱）です。 ◎おかゆは全粥です。果物はすりりんご（加熱）です。 ◎おかゆは１０倍粥です。

1 軟飯 青菜スープ みそうどん おかゆ 青菜スープ みそうどん おかゆ 青菜スープ みそスープおじや おかゆ 野菜スープ

水 15 豆腐のそぼろ煮 肉団子の甘酢煮 豆腐のそぼろ煮 肉団子の甘酢煮 豆腐のそぼろ煮 ささみ挽きのあんとじ すり豆腐

29 華風和え ヨーグルトかけ 華風和え ヨーグルトかけ おろし煮 ヨーグルトかけ キャベツと青菜の裏ごし

2 トースト クリームスープ 青菜ごはん 果物 おかゆ クリームスープ 青菜粥 すりりんご おかゆ ミルクスープ 青菜粥 すりりんご おかゆ 野菜スープ

木 16 白身魚のケチャップ煮 豆腐の野菜あん 白身魚のケチャップ煮 豆腐の野菜あん 白身魚のほぐし煮 豆腐の野菜あん 白身魚のペースト

30 きゅうりのおろし和え みそ汁 きゅうりのおろし和え みそ汁 きゅうりのおろし煮 みそ汁 玉葱とキャベツの裏ごし

3 うどんのトマトクリーム煮 軟飯 ヨーグルトかけ うどんのトマトクリーム煮 おかゆ ヨーグルトかけ トマトリゾット おかゆ ヨーグルトかけ おかゆ 野菜スープ

金 17 おろし和え 白身魚と野菜の甘酢煮 おろし和え 白身魚と野菜の甘酢煮 おろし煮 白身魚と野菜のほぐし煮 マッシュポテト

31 豆腐スープ みそ汁 豆腐スープ みそ汁 豆腐スープ みそ汁 人参とキャベツの裏ごし

4 軟飯 みそ汁 トースト 果物 おかゆ みそ汁 おかゆ すりりんご おかゆ みそ汁 おかゆ すりりんご おかゆ 野菜スープ

土 白身魚のみそ煮 肉豆腐 白身魚のみそ煮 肉豆腐 白身魚のほぐしみそ煮 豆腐のそぼろ煮 マッシュポテト

18 きな粉和え キャベツスープ きな粉和え キャベツスープ きな粉和え キャベツスープ キャベツと青菜の裏ごし

6 とろろごはん みそ汁 トースト 果物 とろろ粥 みそ汁 おかゆ すりりんご とろろ粥 みそ汁 おかゆ すりりんご おかゆ

月 白身魚のチーズ煮 豆腐の野菜あん 白身魚のチーズ煮 豆腐の野菜あん 白身魚のほぐしチーズ煮 豆腐の野菜あん 白身魚の野菜あん

20 酢の物 ホワイトシチュー 酢の物 ホワイトシチュー しらす入りおろし煮 ポテトミルクスープ 野菜スープ

7 ドリア トースト 果物 ドリア おかゆ すりりんご ミルクドリア おかゆ すりりんご おかゆ 野菜スープ

火 フレンチあえ ポテトのチーズ煮 フレンチあえ ポテトのチーズ煮 おろし煮 ポテトのチーズ煮 すり豆腐

21 豆腐スープ みそ汁 豆腐スープ みそ汁 豆腐スープ みそ汁 キャベツと人参の裏ごし

8 みそけんちんうどん 軟飯 ヨーグルトかけ みそけんちんうどん おかゆ ヨーグルトかけ みそスープおじや おかゆ ヨーグルトかけ おかゆ 野菜スープ

水 肉団子煮 クリーム煮 肉団子煮 クリーム煮 ささみ挽きのあんとじ ミルク煮 マッシュポテト

22 トマトあえ 野菜スープ トマトあえ 野菜スープ トマトのおろし煮 野菜スープ キャベツと人参の裏ごし

軟飯 鶏汁 チーズごはん 果物 おかゆ 鶏汁 チーズ粥 すりりんご おかゆ 鶏汁 チーズ粥 すりりんご おかゆ 野菜スープ

木 9 白身魚のトマト煮 かぼちゃの肉みそ煮 白身魚のトマト煮 かぼちゃの肉みそ煮 白身魚のトマトほぐし煮 かぼちゃの肉みそ煮 白身魚のペースト

和風あえ 豆腐スープ 和風あえ 豆腐スープ しらす入りおろし煮 豆腐スープ 大根と人参の裏ごし

軟飯 納豆汁 ミルクライス 果物 おかゆ 納豆汁 ミルク粥 すりりんご おかゆ 納豆汁 ミルク粥 すりりんご おかゆ 野菜スープ

金 10 木の葉焼き 豆腐の含め煮 木の葉焼き 豆腐の含め煮 具入りマッシュポテト 豆腐の含め煮 マッシュポテト

しらす入り煮浸し チキンスープ しらす入り煮浸し チキンスープ しらす入り煮浸し チキンスープ 玉葱と人参の裏ごし

11 和風うどん 軟飯 果物 和風うどん おかゆ すりりんご 和風スープおじや おかゆ すりりんご おかゆ 野菜スープ

土 かぼちゃのそぼろ煮 豆腐のチーズ煮 かぼちゃのそぼろ煮 豆腐のチーズ煮 かぼちゃのそぼろ煮 豆腐のチーズ煮 マッシュポテト

25 煮野菜 みそ汁 煮野菜 みそ汁 煮野菜 みそ汁 キャベツと人参の裏ごし

13 軟飯 みそ汁 あんとじうどん 果物 おかゆ みそ汁 あんとじうどん すりりんご おかゆ みそ汁 スープおじや すりりんご おかゆ 野菜スープ

月 白身魚のつや煮 煮浸し 白身魚のつや煮 煮浸し 白身魚のほぐし煮 煮浸し 白身魚のペースト

27 大豆と野菜の煮物 さつまいものミルク煮 大豆と野菜の煮物 さつまいものミルク煮 野菜煮 さつまいものミルク煮 青菜とキャベツの裏ごし

14 きな粉ごはん みそ汁 わかめうどん きな粉粥 みそ汁 わかめうどん きな粉粥 みそ汁 スープおじや おかゆ

火 肉じゃが 豆腐のケチャップ煮 肉じゃが 豆腐のケチャップ煮 肉じゃが 豆腐のあんとじ マッシュポテトの野菜あん

28 しらす入り煮浸し 果物 しらす入り煮浸し すりりんご しらす入り煮浸し すりりんご 野菜スープ

✿ 午前と午後を入れ替えることもあります。

✿ 豚ひき肉は茹でこぼして(油抜きして)から使用します。

✿ ホワイトソース系は牛乳でなく鉄分が摂れる粉ミルクを使用しています。

午　前　食

１１、１２ヶ月ごろ ９、１０ヶ月ごろ ７、８ヶ月ごろ ６ヶ月ごろ

午　前　食 午　後　食 午　前　食 午　後　食 午　前　食 午　後　食



2020 年 ７月 補食・夕食献立表
緑の家保育園

曜　日 　日 　　　　　補 食 　　　　　夕 食
1 豚丼

水 15 ライスお焼き フレンチサラダ 果物
29 豆腐とねぎのみそ汁
2 ごはん

木 16 フライドポテト風 焼肉と野菜炒め 果物
30 牛 みそ汁 牛
3 ごはん 春雨サラダ

金 17 甘辛きりたんぽ 鶏の香味炒め
31 じゃが芋のみそ汁 果物
4 炒飯

土 みそたんぽ ツナ和え 果物
18 中華風スープ
6 乳 ごはん ポテトスープ 乳

月 焼きおにぎり 豚肉の生姜焼き
20 100 煮浸し 果物 100
7 　ｃｃ ごはん 大根のみそ汁 ｃｃ　

火 焼き芋 さわらの照り焼き
21 　　 小松菜とツナのソティ 果物
8 ピラフ

水 じゃが芋もち（みたらし） 生鮭のムニエル 果物
22 野菜スープ

ビビンパ
木 9 みそ焼きおにぎり ツナ和え 果物

わかめスープ
ごはん もやしスープ

金 10 茹でとうもろこし かじき鮪のねぎみそ焼き
おかかサラダ 果物

11 ごはん 粉ふき芋
土 ぽたぽた焼き風焼きおにぎり 白身魚と野菜の蒸し焼き

25 豆腐のみそ汁 果物

13 チキンライス
月 甘みそごへいもち コールスロー 果物

27 豚肉と野菜のスープ
14 ごはん すまし汁

火 ゆで枝豆 さばのみそ漬け焼き
28 えのきあえ 果物


