
2020 年　　 ８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 1才児 冷やしうどん みたらし団子風 干しうどん 米 油揚げ すりごま アスパラガス キャベツ

土 15 2才児 豚しゃぶサラダ 小松菜 トマト 人参 りんご 豚もも肉 ごま油

29 　クラス 果物 果物

3 胚芽米ごはん　　　　オクラのお浸し 冷やしきつねうどん 米 干しうどん 米粉 さつまいも 油揚げ オクラ

月 17 あじのカレー風味揚げ　 キャベツ 小松菜 玉葱 人参 あじ 削り節

31 さつまいもと玉葱のみそ汁 果物 カレー粉

4 コーンライス　　　　　ポークチャップ ヨーグルトあえ 米 じゃが芋 はちみつ 枝豆 かぼちゃ きゅうり

火 パンプキンスープ (メロン) 玉葱 とうもろこし 人参 小松菜 みかん缶 もも缶

18 マセドアンサラダ ゆで枝豆 メロン 豚もも肉 豚ベーコン 生クリーム 牛乳 バター

5 和風カレーうどん わかめとしらすの 米 干しうどん 米パン粉 油揚げ 豆腐 いりごま

水 牛 松風焼き 牛 おにぎり キャベツ 小松菜 玉葱 人参 長ねぎ しらす

19 甘酢あえ 果物 わかめ 鶏ひき肉

6 胚芽米ごはん 手作りりんごジャムの 米 食パン しらたき 油揚げ いりごま キャベツ

木 さばの煮つけ　　　梅おかか和え サンドイッチ きゅうり ごぼう 小松菜 大根 人参 長ねぎ

20 豚汁 プルーン 梅干し レモン 削り節 さば 豚もも肉 バター

タコライス風 ちんすこう(ココア) 米 小麦粉 ゆで大豆 豆腐 キャベツ きゅうり

金 7 トマトサラダ 小松菜 玉葱 トマト 長ねぎ 赤ピーマン もずく

もずくと豆腐のスープ 果物 豚ひき肉 ラード バター カレー粉 ココア チーズ

タコライス風 米 小麦粉 ゆで大豆 豆腐 キャベツ きゅうり

金 21 乳 トマトサラダ　　　　　　果物 乳 誕生日ケーキ 小松菜 玉葱 トマト 長ねぎ 赤ピーマン もずく
誕生会

もずくと豆腐のスープ 豚ひき肉 バター カレー粉 生クリーム チーズ BP

8 胚芽米ごはん　　　　粉ふき芋 シュガーラスク 米 食パン じゃが芋 油揚げ キャベツ 玉葱

土 　100ｃｃ 白身魚のホイル焼き風　　　　果物 　100ｃｃ 小松菜 玉葱 人参 白身魚 バター

22 キャベツと揚げのみそ汁 果物

ジューシー風炊き込みご飯 パイナップルケーキ 米 小麦粉 油揚げ 豆腐 キャベツ きゅうり

月 24 鮭の塩焼き　　　　もずくの酢の物 いりこの炒り煮 小松菜 玉葱 人参 パイン缶 刻み昆布 もずく

豆腐と玉葱のみそ汁 果物 いりこ しらす 鮭 豚もも肉 バター BP

焼きうどん　　　　　　　フルーツポンチ ２色ゼリー うどん 油揚げ かぼちゃ 青ピーマン 小松菜 玉葱

金 25 チューリップチキンのBBQソース とうもろこし 人参 キャベツ みかん缶 パイン缶 もも缶
夏祭り

かぼちゃのみそ汁　　※0,1歳児は鶏もも切り身 焼きとうもろこし いりごま レモン 豚もも肉 鶏もも肉 アガー

胚芽米ごはん 焼き芋 米 しらたき さつまいも じゃがいも 油揚げ さやいんげん

火 11 肉じゃが　　　　　　中華風きゅうり プルーン キャベツ きゅうり 小松菜 玉葱 人参 プルーン

キャベツと揚げのみそ汁 果物 豚もも肉

12 スパゲティなすミートソース 磯おにぎり スパゲティ 小麦粉 米 いりごま キャベツ きゅうり

水 フレンチサラダ 小松菜 玉葱 なす 人参 ピーマン レーズン

26 えのきスープ 果物 しらす 豚もも肉 豚ベーコン 鶏ひき肉 バター チーズ

13 中華丼 のり塩ポテト 米 じゃがいも 豆腐 いりごま キャベツ きゅうり

木 華風和え 小松菜 玉葱 人参 長ねぎ もやし 干し椎茸

27 わかめスープ 果物 青のり わかめ しらす 豚もも肉 鶏ひき肉

14 胚芽米ごはん フルーツあんみつ 米 黒砂糖 あずき 油揚げ 納豆 かぼちゃ

金 ぶりの照り焼き　　　　　納豆和え キャベツ 小松菜 玉葱 とうもろこし 人参 みかん缶

28 かぼちゃのみそ汁 茹でとうもろこし すいか パイン缶 ぶり クリーム アガー

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 558 20.2 16.2 82.9 2.1

（平均）

  ざ　　　　い　　　り　　　ょ　　　う



２０２０年 ８月 補食・夕食献立表
緑の家保育園

曜　日 　日 　　　　　補 食 　　　　　夕 食
1 ごはん 果物

土 15 甘みそごへいもち風 白身魚のホイル焼き風
29 粉ふき芋 豆腐と玉葱のみそ汁
3 ごはん 果物

月 17 みそ焼きおにぎり ポークチャップ
31 牛 人参としめじのきんぴら 豆腐スープ 牛
4 ごはん 果物

火 じゃが芋もち（みたらし） 高野豆腐の含め煮
18 わかめと玉葱のみそ汁 お浸し
5 ごはん 果物

水 茹でとうもろこし 鮭の洋風照り焼き
19 人参とじゃが芋の甘煮 キャベツスープ
6 乳 ごはん 果物 乳

木 ライスお焼き かぼちゃのそぼろ煮
20 100 磯和え えのきスープ 100
7 　ｃｃ ごはん 果物 ｃｃ　

金 焼き芋 鮭の香味煮
21 　　 甘酢キャベツ 玉葱と揚げのみそ汁
8 ピラフ

土 甘辛きりたんぽ ポテトサラダ 果物
22 野菜スープ

納豆ご飯 果物
月 24 フライドポテト風 ホイコーロー

かぼちゃの含め煮 わかめスープ
11 ごはん 果物

火 焼きおにぎり さばのみそ煮
25 豚肉と野菜のカレー炒め すまし汁
12 ごはん ブロッコリーソティ

水 ゆで枝豆 かじき鮪の和風ステーキ
26 果物 キャベツと揚げのみそ汁
13 そぼろ丼

木 ライスお焼き 納豆和え 果物
27 玉葱と揚げのみそ汁
14 炒飯

金 ふかし芋 甘酢きゅうり 果物
28 春雨スープ



２０２０年 ８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 けんちんうどん 軟飯 果物 けんちんうどん おかゆ すりりんご スープおじや おかゆ すりりんご おかゆ 野菜スープ

土 15 じゃが芋の肉みそ煮 白身魚のケチャップ煮 じゃが芋の肉みそ煮 白身魚のケチャップ煮 じゃが芋の肉みそ煮 白身魚と野菜のあんとじ マッシュポテト

29 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

3 軟飯 煮浸し 和風うどん おかゆ 煮浸し 和風うどん おかゆ 煮浸し スープおじや おかゆ

月 17 白身魚のつや煮 豆腐と大豆のケチャップ煮 白身魚のつや煮 豆腐と大豆のケチャップ煮 白身魚のほぐし煮 豆腐と野菜のあんとじ 白身魚の野菜あんかけ

31 みそ汁 果物 みそ汁 すりりんご みそ汁 すりりんご 野菜スープ

4 キャロットライス 軟飯 ヨーグルトかけ キャロットライス おかゆ ヨーグルトかけ キャロットリゾット おろし煮 おかゆ ヨーグルトかけ おかゆ 野菜スープ

火 肉団子煮 フレンチあえ 納豆のポテト焼き 肉団子煮 フレンチあえ 納豆のポテト焼き ささみ挽きのあんとじ 納豆入りマッシュポテト マッシュパンプキン

18 パンプキンスープ みそ汁 パンプキンスープ みそ汁 パンプキンスープ みそ汁 人参と玉葱の裏ごし

5 和風うどん しらす入り青菜ごはん 和風うどん しらす入り青菜粥 和風スープおじや しらす入り青菜粥 おかゆ 野菜スープ

水 豆腐のそぼろ煮 白身魚の香味煮 豆腐のそぼろ煮 白身魚の香味煮 豆腐のそぼろ煮 白身魚の香味煮 すり豆腐

19 甘酢あえ みそ汁 果物 甘酢あえ みそ汁 すりりんご しらす入りおろし煮 みそ汁 すりりんご キャベツと玉葱の裏ごし

6 軟飯 納豆汁 トースト 果物 おかゆ 納豆汁 おかゆ すりりんご おかゆ 納豆汁 おかゆ すりりんご おかゆ 野菜スープ

木 白身魚の煮つけ 肉団子の華風煮 白身魚の煮つけ 肉団子の華風煮 白身魚の煮つけ ささみ挽きのあんとじ 白身魚のペースト

20 野菜あえ 野菜スープ 野菜あえ 野菜スープ 野菜あえ 野菜スープ 人参と玉葱の裏ごし

7 かぼちゃドリア 軟飯 かぼちゃドリア おかゆ かぼちゃドリア おかゆ おかゆ 野菜スープ

金 トマトあえ ポテトのチーズ煮 果物 トマトあえ ポテトのチーズ煮 すりりんご おろし煮 ポテトのチーズ煮 すりりんご すり豆腐

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

8 軟飯 しらす入り煮浸し トースト 果物 おかゆ しらす入り煮浸し おかゆ すりりんご おかゆ しらす入り煮浸し おかゆ すりりんご おかゆ

土 白身魚の野菜あん ポテトのケチャップ煮 白身魚の野菜あん ポテトのケチャップ煮 白身魚の野菜あん ポテト煮 白身魚の野菜あん

22 みそ汁 あんかけスープ みそ汁 あんかけスープ みそ汁 あんかけスープ 野菜スープ

きな粉ごはん みそ汁 軟飯 果物 きな粉粥 みそ汁 おかゆ すりりんご きな粉粥 みそ汁 おかゆ すりりんご おかゆ

月 24 白身魚の玉葱ソース 豆腐のケチャップ煮 白身魚の玉葱ソース 豆腐のケチャップ煮 白身魚のほぐし煮 豆腐のあんとじ マッシュポテトの野菜あん

大豆と野菜の煮物 みそスープ 大豆と野菜の煮物 みそスープ つぶし煮 みそスープ 野菜スープ

11 軟飯 野菜うどん おかゆ 野菜うどん おかゆ 野菜スープおじや おかゆ 野菜スープ

火 肉じゃが みそ汁 白身魚のチーズ煮 肉じゃが みそ汁 白身魚のチーズ煮 じゃが芋の煮物 みそ汁 白身魚のほぐしチーズ煮 マッシュポテト

25 和風あえ ヨーグルトかけ 和風あえ ヨーグルトかけ しらす入りおろし煮 ヨーグルトかけ キャベツと人参の裏ごし

12 ケチャップヌードル 軟飯 果物 ケチャップヌードル おかゆ すりりんご トマトリゾット おかゆ すりりんご おかゆ 野菜スープ

水 おろし和え 木の葉焼き おろし和え 木の葉焼き おろし煮 具入りマッシュポテト すり豆腐

26 豆腐スープ みそ汁 豆腐スープ みそ汁 豆腐スープ みそ汁 青菜とキャベツの裏ごし

13 おじや 五目うどん 果物 おじや 五目うどん すりりんご おじや 五目スープおじや すりりんご おかゆ

木 じゃが芋の炒め煮 豆腐のミルクみそ煮 じゃが芋の炒め煮 豆腐のミルクみそ煮 じゃが芋のつぶし煮 豆腐のミルクみそ煮 すり豆腐の野菜あん

27 みそ汁 野菜のバター煮 みそ汁 野菜のバター煮 みそ汁 野菜煮 野菜スープ

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

金 14 白身魚の甘酢煮 肉豆腐 白身魚の甘酢煮 肉豆腐 白身魚のほぐし煮 豆腐のそぼろ煮 白身魚のペースト

納豆和え ベジタブルスープ 納豆和え ベジタブルスープ 納豆和え ベジタブルスープ 青菜と玉葱の裏ごし

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

金 28 肉豆腐 白身魚の甘酢煮 肉豆腐 白身魚の甘酢煮 豆腐のそぼろ煮 白身魚のほぐし煮 白身魚のペースト

納豆和え ベジタブルスープ 納豆和え ベジタブルスープ 納豆和え ベジタブルスープ 青菜と玉葱の裏ごし

✿ 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


