
月 火 水 木 金 土

1 2 3 4 5 6

*初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥

キャベツのペースト、野菜スープ 白菜のペースト、野菜スープ 大根のペースト、野菜スープ チンゲン菜のペースト、野菜スープ 玉葱のペースト、野菜スープ 小松菜のペースト、野菜スープ

胚芽米、キャベツ 胚芽米、白菜 胚芽米、大根 胚芽米、チンゲン菜 胚芽米、玉葱 胚芽米、小松菜

*初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥

キャベツとじゃがいものペースト 白菜と人参のペースト 大根とキャベツのペースト チンゲン菜と南瓜のペースト 玉葱とじゃがいものペースト 小松菜と南瓜のペースト

豆腐のとろとろ煮、野菜スープ ささみのとろとろ煮、野菜スープ 麩のとろとろ煮、野菜スープ 豆腐のとろとろ煮、野菜スープ 白身魚のとろとろ煮、野菜スープ ささみのとろとろ煮、野菜スープ

胚芽米、キャベツ、じゃがいも、豆腐 胚芽米、白菜、人参、ささみ 胚芽米、大根、キャベツ、麩 胚芽米、チンゲン菜、南瓜、豆腐 胚芽米、玉葱、じゃがいも、白身魚 胚芽米、小松菜、南瓜、ささみ

*中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯

肉じゃが、じゃがいものみそ汁 豚ひき肉と豆腐の煮物、わかめスープ マーボー豆腐、麩のみそ汁 鶏肉のケチャップ煮、冬瓜スープ 煮魚、じゃがいものみそ汁 芋煮、豆腐のみそ汁

胚芽米、鶏肉、じゃがいも、玉葱 胚芽米、豚肉、小松菜、人参、豆腐 胚芽米、豚肉、豆腐、小松菜、玉葱 胚芽米、鶏肉、ほうれん草、人参、塩 胚芽米、白身魚、里芋、人参、玉葱 胚芽米、豚肉、里芋、ほうれん草

人参、油、三温糖、醤油、わかめ 三温糖、醤油、白菜、ほうれん草 人参、油、三温糖、醤油、片栗粉、麩 南瓜、三温糖、ケチャップ、ソース 三温糖、醤油、じゃがいも、人参 油、三温糖、醤油、わかめ

じゃがいも、キャベツ、人参、味噌、だし わかめ、人参、塩、だし 大根、キャベツ、人参、味噌、だし 人参、チンゲン菜、小松菜、冬瓜、だし わかめ、小松菜、味噌、だし 豆腐、南瓜、小松菜、味噌、だし

*中期/煮奴、りんご *中期/スィートポテト、すいか *中期/南瓜粥、りんご *中期/煮込み春雨、りんご *中期/甘煮、バナナ *中期/煮奴、バナナ

豆腐、野菜、だし、りんご 米粉、さつまいも、粉ミルク、すいか 胚芽米、南瓜、りんご 春雨、野菜、だし、りんご 根菜、だし、バナナ 豆腐、野菜、だし、バナナ

*後期/煮奴、りんご *後期/スィートポテト、すいか *後期/南瓜粥、りんご *後期/煮込み春雨、りんご *後期/甘煮、バナナ *後期/煮奴、バナナ

豆腐、野菜、だし、醤油、りんご 米粉、さつまいも、豆乳、すいか 胚芽米、南瓜、りんご 春雨、野菜、だし、りんご 根菜、みりん、だし、バナナ 豆腐、野菜、だし、醤油、バナナ

8 9 10 11 12 13

*初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥

ほうれん草のペースト、野菜スープ 玉葱のペースト、野菜スープ キャベツのペースト、野菜スープ

胚芽米、ほうれん草 胚芽米、玉葱 胚芽米、キャベツ

*初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥

ほうれん草と玉葱のペースト 玉葱と人参のペースト キャベツと小松菜のペースト

豆腐のとろとろ煮、野菜スープ 豆腐のとろとろ煮、野菜スープ 麩のとろとろ煮、野菜スープ

胚芽米、ほうれん草、玉葱、豆腐 胚芽米、玉葱、人参、豆腐 胚芽米、キャベツ、小松菜、麩

*中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯

豆腐のそぼろあんかけ、すまし汁 豚肉と豆腐の煮物、かぼちゃのスープ 豚肉と野菜のみそ煮、わかめスープ

胚芽米、豆腐、鶏肉、玉葱、人参 胚芽米、豚肉、豆腐、人参 胚芽米、豚肉、玉葱、人参、小松菜

ほうれん草、三温糖、醤油、片栗粉 ほうれん草、三温糖、醤油 油、三温糖、醤油、味噌、南瓜

麩、、わかめ、人参、小松菜、だし 南瓜、玉葱、人参、塩、だし 人参、キャベツ、わかめ、塩、だし

*中期/ミルク餅、バナナ *中期/ひじき粥、りんご *中期/みどり粥、りんご *中期/赤ちゃん菓子、バナナ *中期/赤ちゃん菓子、バナナ

片栗粉、粉ミルク、バナナ 胚芽米、ひじき、青菜、りんご 胚芽米、青菜、りんご 赤ちゃん菓子、バナナ 赤ちゃん菓子、バナナ

*後期/ミルク餅、バナナ *後期/ひじき粥、りんご *後期/みどり粥、りんご *後期/赤ちゃん菓子、バナナ *後期/赤ちゃん菓子、バナナ

片栗粉、スキムミルク、バナナ 胚芽米、ひじき、青菜、りんご 胚芽米、青菜、りんご 赤ちゃん菓子、バナナ 赤ちゃん菓子、バナナ

15 16 17 18 19 20

*初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥

玉葱のペースト、野菜スープ ほうれん草のペースト、野菜スープ キャベツのペースト、野菜スープ ほうれん草のペースト、野菜スープ 南瓜のペースト、野菜スープ

胚芽米、玉葱 胚芽米、ほうれん草 胚芽米、キャベツ 胚芽米、ほうれん草 胚芽米、南瓜

*初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥

玉葱とブロッコリーのペースト ほうれん草と人参のペースト キャベツとブロッコリーのペースト ほうれん草と人参のペースト 南瓜と白菜のペースト

ささみのとろとろ煮、野菜スープ 白身魚のとろとろ煮、野菜スープ 豆腐のとろとろ煮、野菜スープ 白身魚のとろとろ煮、野菜スープ 麩のとろとろ煮、野菜スープ

胚芽米、玉葱、ブロッコリー、ささみ 胚芽米、ほうれん草、人参、白身魚 胚芽米、キャベツ、ブロッコリー、豆腐 胚芽米、ほうれん草、人参、白身魚 胚芽米、南瓜、白菜、麩

*中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯

牛肉と野菜のトマト煮、野菜スープ 魚のみそ煮、野菜スープ 鶏肉のトマト煮、里芋のみそ汁 魚の野菜あんかけ、トマトミルクスープ すき焼き風煮、南瓜のみそ汁

胚芽米、牛肉、玉葱、人参、南瓜 胚芽米、白身魚、人参、玉葱 胚芽米、鶏肉、人参、ブロッコリー 胚芽米、白身魚、人参、小松菜 胚芽米、豚肉、豆腐、白菜、麩

小松菜、三温糖、トマト、玉葱、塩 三度豆、三温糖、味噌、鶏肉、人参 ケチャップ、三温糖、味噌、ほうれん草 三温糖、醤油、片栗粉、塩、南瓜 玉葱、油、三温糖、醤油、麩

人参、ブロッコリー、醤油、だし 玉葱、小松菜、塩、だし 塩、里芋、人参、わかめ、キャベツ、だし トマト、玉葱、油、スキムミルク、だし 玉葱、人参、南瓜、味噌、だし

*中期/赤ちゃん菓子、バナナ *中期/マカロニのくたくた煮、りんご *中期/煮込みうどん、りんご *中期/ひじき粥、バナナ *中期/おじや、すいか *中期/南瓜粥、バナナ

赤ちゃん菓子、バナナ マカロニ、野菜、だし、りんご うどん、野菜、だし、りんご 胚芽米、ひじき、バナナ 胚芽米、野菜、だし、すいか 胚芽米、南瓜、バナナ

*後期/赤ちゃん菓子、バナナ *後期/マカロニのケチャップ煮、りんご *後期/煮込みうどん、りんご *後期/ひじき粥、青菜、バナナ *後期/おじや、すいか *後期/南瓜粥、バナナ

赤ちゃん菓子、バナナ マカロニ、野菜、だし、ケチャップ、りんご うどん、野菜、だし、しょうゆ、りんご 胚芽米、ひじき、青菜、バナナ 胚芽米、野菜、だし、醤油、すいか 胚芽米、南瓜、バナナ

22 23 24 25 26 27

*初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥

南瓜のペースト、野菜スープ 大根のペースト、野菜スープ 白菜のペースト、野菜スープ 人参のペースト、野菜スープ 小松菜のペースト、野菜スープ キャベツのペースト、野菜スープ

胚芽米、南瓜 胚芽米、大根 胚芽米、白菜 胚芽米、人参 胚芽米、小松菜 胚芽米、キャベツ

*初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥

南瓜と小松菜のペースト 大根と白菜のペースト 白菜と南瓜のペースト 人参と白菜のペースト 小松菜とじゃがいものペースト キャベツと人参のペースト

白身魚のとろとろ煮、野菜スープ ささみのとろとろ煮、野菜スープ 麩のとろとろ煮、野菜スープ 麩のとろとろ煮、野菜スープ ささみのとろとろ煮、野菜スープ 豆腐のとろとろ煮、野菜スープ

胚芽米、南瓜、小松菜、白身魚 胚芽米、大根、白菜、ささみ 胚芽米、白菜、南瓜、麩 胚芽米、人参、白菜、麩 胚芽米、小松菜、じゃがいも、ささみ 胚芽米、キャベツ、人参、豆腐

*中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯

魚のミルク煮、わかめスープ ちゃんこ煮、麩のみそ汁 豚肉と春雨の煮物、南瓜のみそ汁 鶏肉と豆腐の煮物、すまし汁 鶏じゃが、すまし汁 煮奴、里芋のみそ汁

胚芽米、白身魚、玉葱、人参、南瓜 胚芽米、鶏肉、豆腐、白菜、大根 胚芽米、豚肉、春雨、ほうれん草 胚芽米、鶏肉、豆腐、人参 胚芽米、ささみ、じゃがいも 胚芽米、豆腐、人参、玉葱、キャベツ

スキムミルク、塩、わかめ 人参、醤油、麩、里芋 人参、三温糖、醤油、南瓜、味噌 ほうれん草、三温糖、醤油、麩 人参、三温糖、醤油、冬瓜、里芋 三温糖、醤油、片栗粉、里芋

人参、ブロッコリー、小松菜、だし 小松菜、人参、味噌、だし 小松菜、わかめ、人参、だし わかめ、白菜、人参、だし 人参、小松菜、白菜、だし 人参、小松菜、わかめ、味噌、だし

*中期/甘煮、りんご *中期/枝豆粥、オレンジ *中期/煮込み春雨、りんご *中期/パン粥、りんご *中期/おじや、梨 *中期/きなこ粥、バナナ

根菜、だし、りんご 胚芽米、枝豆、オレンジ 春雨、野菜、だし、りんご パン、粉ミルク、きな粉、りんご 胚芽米、野菜、だし、梨 胚芽米、きなこ、バナナ

*後期/甘煮、りんご *後期/枝豆粥、オレンジ *後期/煮込み春雨、りんご *後期/トースト、りんご *後期/おじや、梨 *後期/きなこ粥、バナナ

根菜、だし、みりん、りんご 胚芽米、枝豆、オレンジ 春雨、野菜、だし、しょうゆ、りんご パン、スキムミルク、きな粉、りんご 胚芽米、野菜、だし、醤油、梨 胚芽米、きなこ、バナナ

29 30 31

*初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥

チンゲン菜のペースト、野菜スープ 玉葱のペースト、野菜スープ 人参のペースト、野菜スープ

胚芽米、チンゲン菜 胚芽米、玉葱 胚芽米、人参

*初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥

チンゲン菜と人参のペースト 玉葱と南瓜のペースト 人参と小松菜のペースト

豆腐のとろとろ煮、野菜スープ 麩のとろとろ煮、野菜スープ 豆腐のとろとろ煮、野菜スープ

胚芽米、チンゲン菜、人参、豆腐 胚芽米、玉葱、南瓜、麩 胚芽米、人参、小松菜、豆腐

*中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯

煮魚、すまし汁 筑前煮、夏野菜のみそ汁 八宝菜、野菜スープ

胚芽米、白身魚、里芋、人参、醤油 胚芽米、鶏肉、人参、里芋、三度豆 胚芽米、豚肉、人参、小松菜

チンゲン菜、三温糖、豆腐、わかめ ブロッコリー、油、三温糖、醤油、南瓜 キャベツ、三温糖、醤油、片栗粉

わかめ、ほうれん草、人参、だし 玉葱、人参、なす、ほうれん草、味噌、だし なす、人参、ほうれん草、塩、だし

*中期/みどり粥、りんご *中期/南瓜の豆腐パン、グレープフルーツ *中期/おやき、梨

胚芽米、青菜、りんご 南瓜、米粉、豆腐、グレープフルーツ 米粉、キャベツ、しらす干し、梨

*後期/みどり粥、りんご *後期/南瓜の豆腐パン、グレープフルーツ *後期/おやき、梨

胚芽米、青菜、りんご 南瓜、米粉、豆腐、グレープフルーツ 米粉、キャベツ、しらす干し、梨
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ハレルヤ保育園
072-868-5541

離乳食献立表8月

2022年度

離乳食期のおやつについて

おやつの役割・・・一度にたくさん食べられない子どもにとっておやつは食事の一部です。

『エネルギーの補給』『水分の補給』『食べる楽しみ』とおやつの役割は大切です。大人と同様の甘い
お菓子ではなく、食事の補いになるものがいいでしょう。また、おやつの時間はお母さんも一息入れて、

一緒に食べると楽しい時間になるでしょう。

●ハレルヤのおやつメニューの紹介●
ハレルヤでは中期食・後期食の

お子さんに午後食として果物や
おかゆ、パン、麺、煮奴などの
さまざなおやつを提供しています。
毎月お渡ししている献立表にも
記載してありますのでご家庭での
メニュー作りの参考になさって
くださいね！

後期食のおやつメニュー トースト

（子ども1人分） （作り方）
・食パン 1/2枚 １）パンを食べやすいサイズに切る
・スキムミルク 20g ２）スキムミルクを適量の水で溶かし、
・きなこ 小さじ２ 切った食パンをつける

３）天板の上にシート引き、２をのせて

きなこを振って焼き目が付く程度焼く

お弁当持参日お弁当持参日

お弁当持参日

ミルクは別に用意しています。

都合により献立を変更する場合があります。



2022年度8月 献　　　立　　　表 ハレルヤ保育園
0728685541

米菓 お菓子（煎餅） 米菓 お菓子（クッキー） 米菓 お菓子（あられ）

米菓 お菓子（煎餅） 米菓 米菓 お菓子（あられ）

米菓 お菓子（煎餅） 米菓 お菓子（クッキー） 米菓 お菓子（あられ）

米菓 お菓子（煎餅） 米菓 お菓子（クッキー） 米菓 お菓子（あられ）

米菓 お菓子（煎餅） 米菓

園基準 ８月１日平均

461 452

17.3 18.3

14.9 15.3

211 251

2.3 2

プチゼリー プチゼリー２個 プチゼリー プチゼリー2個

ドライカレー

胚芽米　豚ひき肉　たまねぎ　　　に
んじん　ピーマン　干しぶどう
しょうが　にんにく　油　カレー粉
コンソメ　ケチャップ　塩　米粉

胚芽米　押麦　豚ひき肉　酒　納豆
キャベツ　こまつな　たまねぎ　　に
んじん　コーン　しょうゆ　　　油
塩　ごま油　米粉

野菜そぼろ丼

お菓子 クッキー　せんべい

りんご りんご りんご りんご りんご りんご

いりこ バナナ バナナ プチゼリー プチゼリー2個りんごりんご すいか すいか お菓子 せんべい いりこ

プルーン プルーンりんご りんごプチゼリー プチゼリー２個

プルーン プルーン なし なし プチゼリー

バナナ

牛乳 牛乳 牛乳

とうがん　さといも　にんじん　　干
しいたけ　はくさい　こまつな　えの
き　豆腐　ねぎ　しょうゆ　　塩　片
栗粉　こんぶ　だし

オレンジ お菓子

牛乳

せんべい

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

切り干しだいこん　干しえび　酒　塩
きくらげ　こまつな　中華だし　にん
じん　しょうゆ　こしょう

牛乳

プルーン プルーン グレープフルーツ グレープフルーツ なし なし

りんご りんご オレンジ

納豆　キャベツ　うめ干し　米粉
しらす干し　ごま　あおのり　　　片
栗粉　ごま油　しょうゆ

プチゼリー2個

プチゼリー プチゼリー2個すいか すいかバナナ

クッキー　せんべいクッキー　せんべい お菓子

フルーツ
ドーナツ

小麦粉　ベーキングパウダー　卵
三温糖　りんご　干しぶどう

豆腐
ガトーショコラ

豆腐　三温糖　塩　油　米粉　　　片
栗粉　ベーキングパウダー
ココア　粉糖

納豆おやき

ほうれん草の
すまし汁

豆腐　ほうれんそう　ながいも　　え
のき　こんぶ　だし　　　　　　しょ
うゆ　ねぎ　にんじん

おかず汁
豆腐　鶏肉　なす　たまねぎ　　　え
のき　ほうれんそう　ごま油
だし　みそ

切干大根の　スー
プ

野菜の納豆あえ
チンゲンサイ　キャベツ　　　　　納
豆　しょうゆ　かつお節

きんぴらごぼう
ごぼう　にんじん　ごま油　ごま
しょうゆ　三温糖　いんげん

なすの梅和え
なす　きゅうり　にんじん　オクラ梅
干し　三温糖　しょうゆ　　　　かつ
お節

さわらの　　　香
り焼き

さわら　しょうゆ　にんにく　　　片
栗粉　油

えびと夏野菜の
かき揚げ

えび　かぼちゃ　たまねぎ　なす　に
んじん　ピーマン　卵　小麦粉　塩
油

生姜焼き
豚肉　しょうが　油　酒　しょうゆ
三温糖　トマト

トマトごはん 胚芽米　トマト　コンソメ　油 御飯 胚芽米 御飯 胚芽米

ホットドッグ
パン　ウインナー　キャベツ　塩　油
ケチャップ

お菓子

29 牛乳 30 牛乳 31 牛乳

スティックパイ
春巻きの皮　粉チーズ　　　　　　シ
ナモン　グラニュー糖

枝豆のケーキ
えだまめ　米粉　豆乳　油
ベーキングパウダ－　三温糖　塩

牛乳フルーツ　か
んてん

かんてん　三温糖　牛乳　もも缶　み
かん缶　パイン缶　バナナ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 お茶 お茶 牛乳 牛乳

豆腐　さといも　たまねぎ　わかめ
ねぎ　だし　みそ

おくら　　　　中
華スープ

オクラ　コーン　にんじん　わかめ
たまねぎ　中華だし　塩

納豆と野菜の
みそ汁

納豆　こまつな　だいこん　ねぎ　わ
かめ　みそ　だし

みそ汁
切り干しだいこん　かぼちゃ　ねぎ
にんじん　ほうれんそう　油揚げ　だ
し　みそ

豆腐のすまし汁
豆腐　はくさい　えのき　にんじん
こんぶ　だし　しょうゆ　塩

とうがんの
すまし汁

はるさめ　はくさい　こまつな　　に
んじん　三温糖　しょうゆ　酢　　ご
ま油　ごま

おくらの梅和え
きゅうり　オクラ　うめ干し　　　か
つお節　しょうゆ　三温糖　酢

添え野菜
ブロッコリー　にんじん　コーン　ノ
ンオイルドレッシング

里芋のみそ汁

ナゲット
鶏ひき肉　おから　たまねぎ　　　に
んにく　しょうが　こしょう
塩　片栗粉　油　ケチャップ

さけとポテトの
重ね焼き

さけ　塩　じゃがいも　バター　しょ
うゆ　パセリ

もやしの
中華風和え物

もやし　にんじん　こまつな　酢
三温糖　しょうゆ　ごま油

ベイクド里芋
さといも　片栗粉　油　塩　　　　あ
おのり

華風和え

きのこ御飯
胚芽米　鶏ひき肉　しめじ　　　　し
いたけ　えのき　にんじん
油揚げ　塩　しょうゆ　酒　三温糖

麦御飯 胚芽米　押麦

さんまの　　　か
ば焼き

さんま　しょうが　酒　片栗粉　油
しょうゆ　三温糖　みりん

ちゃんこ煮
鶏ひき肉　しょうが　ねぎ　片栗粉
酒　豆腐　にんじん　はくさい　塩
だいこん　しょうゆ　だし

ピーマンの
肉づめフライ

ピーマン　豚ひき肉　たまねぎ　　片
栗粉　塩　小麦粉　卵　パン粉　油
ケチャップ

御飯 胚芽米 御飯 胚芽米 御飯 胚芽米

25 牛乳 26 牛乳 27 牛乳22 牛乳 23 牛乳 24 牛乳

おやつビビンバ
胚芽米　鶏ひき肉　もやし　　　　こ
まつな　にんじん　ごま油
しょうゆ　酒

お菓子 クッキー　せんべい お菓子 クッキー　せんべい

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

お菓子 クッキー　せんべい ポップコーン とうもろこし　塩　油 簡単ピザ
ぎょうざの皮　ケチャップ　パセリ
たまねぎ　魚肉ソーセージ　チーズ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

南瓜のみそ汁
豆腐　かぼちゃ　たまねぎ　わかめ
ねぎ　だし　みそ

押し麦のスープ

押麦　鶏ひき肉　たまねぎ
酒　 にんじん　　しょうゆ
ほうれんそう　干しいたけ　　　　中
華だし　塩　こしょう

おくらスープ
キャベツ　にんじん　オクラ　　　ク
リームコーン　ほうれんそう　　　コ
ンソメ　塩　貝柱

野菜スープ
キャベツ　たまねぎ　にんじん　　え
のき　ほうれんそう　ベーコン　　コ
ンソメ　塩

あじの
カレー            フ
リッター

あじ　塩　こしょう　卵　豆乳　　小
麦粉　カレー粉　油

ブロッコリーの
三色サラダ

ブロッコリー　にんじん　コーン　塩
酢　こしょう　油

小松菜の　　　ご
まあえ

こまつな　にんじん　コーン　ごま
しょうゆ　三温糖

ブロッコリーと
きのこのごま和え

ブロッコリー　にんじん　しめじ　え
のき　ごま　三温糖　　　　　しょう
ゆ

トマトの和え物
トマト　きゅうり　ツナ　酢　　　三
温糖　しょうゆ　コーン

さばと玉ねぎの
みそ煮

さば　みそ　みりん　三温糖　酒
しょうが　たまねぎ

鶏肉の
ごまみそ焼き

カレー風味の
トマトライス

胚芽米　牛肉　たまねぎ　にんじん
コーン　しょうが　にんにく　油
ホールトマト　トマトピューレ　　米
粉　三温糖　コンソメ　塩　　　カ
レー粉

鶏肉　みそ　酒　しょうゆ　　　　三
温糖　ごま　油　片栗粉

御飯 胚芽米 パン パン 麦御飯 胚芽米　押麦

18 牛乳 19 牛乳 20 牛乳15 牛乳 16 牛乳 17 牛乳

お菓子 クッキー　せんべいお菓子 クッキー　せんべい お菓子 クッキー　せんべい お菓子 クッキー　せんべい

牛乳牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

豆腐のすまし汁
豆腐　えのき　にんじん　　　　　ほ
うれんそう　こんぶ　だし　　しょう
ゆ　塩

ひじきの
和風サラダ

ひじき　コーン　きゅうり　　　　ノ
ンオイルドレッシング

南瓜の味噌汁
油揚げ　かぼちゃ　たまねぎ　ねぎこ
まつな　わかめ　にんじん　みそ

豚丼
胚芽米　豚肉　にんにく　ねぎ　しょ
うが　たまねぎ　油
しょうゆ　みりん　ごま

11 12 牛乳 13 牛乳8 牛乳 9 牛乳 10 牛乳

ゆで　　　　　と
うもろこし

とうもろこし　塩 お菓子 クッキー　せんべい お菓子 クッキー　せんべい
豆乳みか.ん
ババロア風

米粉　三温糖　寒天　豆乳　みかん 芋ねじり棒
さつまいも　三温糖　バター
小麦粉　ベーキングパウダー
脱脂粉乳　油

フルーツゼリー
かんてん　みかん缶　パイン缶　　三
温糖

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

じゃがいもの
みそ汁

じゃがいも　たまねぎ　しめじ　　こ
まつな　にんじん　ねぎ　　　　　だ
し　みそ　ふ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

豆腐のみそ汁
豆腐　さといも　油揚げ　わかめ　ね
ぎ　こまつな　だし　みそ

さけと野菜の
みそ煮汁

さけ　酒　塩　じゃがいも　　　　ト
マト　にんじん　ねぎ　油　　キャベ
ツ　豆乳　みそ　だし

わかめスープ
卵　豆腐　にんじん　たまねぎ　　は
くさい　わかめ　ほうれんそう　　ご
ま　中華だし　しょうゆ　塩

納豆汁
納豆　だいこん　にんじん　　　　こ
まつな　ねぎ　みそ　だし

とうがんスープ
とうがん　チンゲンサイ　えのき　に
んじん　はるさめ　干しえび　　中華
だし　塩

蒸しさばの
照りつけ

さば　酒　しょうゆ　　　　　　　み
りん　片栗粉

さつまいもと
きゅうりの酢の物

さつまいも　油　きゅうり　酢
三温糖

はるさめと
もやしソテー

はるさめ　もやし　にんじん　にら
コーン　ごま油　しょうゆ　塩

おくらとキャベツの
和え物

キャベツ　オクラ　酢　塩　　　   三
温糖

バンバンジー
鶏ささ身　酒　塩　きゅうり　　　に
んじん　油　しょうゆ　酢　　　ごま
三温糖

牛乳 6 牛乳

御飯 胚芽米 御飯 胚芽米 御飯 胚芽米

土曜日

1 牛乳 2 牛乳 3 牛乳 4 牛乳 5

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

こまつな　もやし　にんじん　　コー
ン　しょうゆ　三温糖

三色そぼろ丼

胚芽米　凍り豆腐　鶏ひき肉
しょうが　しょうゆ　酒
だし　片栗粉　にんじん
ほうれんそう　ごま油　三温糖

胚芽米　押麦

ハンバーグ
牛ひき肉　豚ひき肉　ひじき　　　た
まねぎ　こまつな　油　片栗粉
塩　こしょう　ナツメグ

野菜たっぷり　夏
マーボー

豆腐　豚肉　たまねぎ　なす
ピーマン　しょうが　にんにく　　ト
マト　片栗粉　ごま油　みそ　しょう
ゆ　酒　三温糖

鶏肉の
マーマレード焼き

鶏肉　三温糖　塩　しょうゆ　　マー
マレード　片栗粉

脂質

カルシウム

中華めん　三温糖　油　ハム　　きゅ
うり　中華だし　しょうゆ　酢　三温
糖　ごま油

あんかけ焼そば

焼きそばめん　豚肉　たまねぎ　　た
けのこ　にんじん　ピーマン　　はく
さい　ごま油　塩　こしょう　しょう
ゆ　みりん　片栗粉　だし

鮭ちらし寿司
胚芽米　酢　三温糖　塩　油　　　ご
ま　　きゅうり　にんじん　　　焼き
のり　鮭

麦御飯

冷やし中華

小松菜ともやしの
あえ物

☆都合により献立を変更する場合があります

鉄

エネルギー

たんぱく質

きゅうりができました

今年もハレルヤの畑ではきゅうりが

立派に育っています。毎年食育の

一環としてほし組さんが野菜を

育てています。その年によって

育てるものは多少異なるのですが、

きゅうりは定番です！今年のほし組

さんはパプリカ、さつまいも、

小松菜、かぶなども植える予定

です！どんなものが収穫できるのか

今から楽しみですね！自分で育てる

ことによって1つでも食べられる

ものが増えていったら嬉しいです。

お弁当持参日 お弁当持参日

お弁当持参日


