
日 曜日
1.2歳児
朝おやつ 給食 食材 おやつ 食材

ごはん 麦茶

カジキのカレームニエル
まかじき　カレー粉　小麦粉
バター　サラダ油 枝豆

307 kcal 362 kcal

コーンサラダ コーン缶　キュウリ　トマト　マヨドレ
味噌汁 じゃが芋　玉ねぎ　わかめ 16.5 ｇ 20.2 ｇ

ごはん 牛乳
鶏肉の南蛮風 鶏モモ　生姜　小麦粉　片栗粉

サラダ油　キュウリ　トマト かぼちゃ
かぼちゃ
ミックス粉　豆乳

643 kcal 647 kcal

ひじきサラダ
ひじき　鶏むね肉　大豆　人参
すりごま　マヨドレ

スコーン

味噌汁 えのき　ネギ 25.0 ｇ 24.2 ｇ

ごはん 牛乳
厚揚げ田楽 生揚げ　ごま油　すりごま　小葱 629 kcal 654 kcal

にんじんしりしり 人参　ツナ缶　ごま油 レーズン入り 食パン　牛乳
キャベツの塩昆布あえ キャベツ　キュウリ　塩昆布　いりごま パンプディング バター　卵

すまし汁 人参　しめじ　ネギ 干しぶどう 23.3 ｇ 24.4 ｇ

ごはん 牛乳

肉じゃが
豚モモ　じゃが芋　玉ねぎ　人参
しらたき　グリンピース

フルーツゼリー 496 kcal 485 kcal

ごまオクラ オクラ　もやし カルテツ
味噌汁 なす　油揚げ いわしおかき 20.4 ｇ 19.6 ｇ

レバー入り
なすのミートスパゲッティ

スパゲッティ　豚ひき肉　豚ﾚﾊﾞｰ
玉ねぎ　人参　ピーマン　茄子　ﾄﾏﾄ
トマト缶　小麦粉　　パセリ粉　チーズ

麦茶 302 kcal 352 kcal

ちりめんサラダ しらす　キャベツ　キュウリ ひじきおむすび 米　ひじき　人参
オレンジ 油揚げ 10.2 ｇ 12.7 ｇ

とん丼 米　豚肉　玉ねぎ　生姜 牛乳
大根の炒めサラダ 切り干し大根　しらす干し　ひじき　青のり

ごま油
カップ
ヨーグルト

415 kcal 482 kcal

味噌汁 じゃが芋　わかめ カルテツいわしおかき 15.3 ｇ 17.8 ｇ

ごはん 牛乳
マーボー豆腐 豚ひき肉　絹豆腐　玉ねぎ　小葱

ごま油　片栗粉　グリンピース フルーツサンド
食パン
ホイップクリーム

554 kcal 559 kcal

春雨サラダ 春雨　キュウリ　人参　ごま油 桃缶
もやしスープ もやし　にら 20.7 ｇ 20.6 ｇ

ごはん 牛乳
チキンのハーブ焼き 鶏モモ　タイム　パセリ 544 kcal 550 kcal

切り干しサラダ 切り干し大根 人参　ｷｭｳﾘ ごま油 マカロニきなこ マカロニ　きな粉

ミネストローネ
スパゲッティ　ベーコン　大豆
人参　玉ねぎ　キャベツ　セロリー
トマト缶　パセリ粉

22.9 ｇ 23.1 ｇ

レーズンツイスト 麦茶

ドライビーンズ
大豆　豚ひき肉　玉ねぎ　人参
さやいんげん　トマト缶　にんにく
生姜　カレー粉　パセリ粉

コーンフロスト コーンフロスト
フルーツグラノーラ

シーチキンサラダ ツナ缶　キャベツ　さやいんげん
人参　レモン　マヨドレ フルーツ

牛乳
433 kcal 404 kcal

オレンジ グラノーラ 18.1 ｇ 17.0 ｇ

ビビンバ丼 米 豚挽 小松菜 人参 もやし 大根
ごま油 生姜 ﾆﾝﾆｸ

牛乳

杏仁豆腐 杏仁豆腐の素 牛乳　パイン缶 ココアワッフル 560 kcal 540 kcal

中華風春雨スープ 春雨　ｷｬﾍﾞﾂ 人参 えびぽんせん 18 ｇ 16.3 ｇ

チキンライス 米 鶏ささみ 玉葱 コーン缶 ﾊﾞﾀｰ 牛乳
マカロニサラダ マカロニ きゅうり ﾊﾑ ﾚﾀｽ ﾏﾖﾄﾞﾚ トマト ミニバーム 451 kcal 525 kcal

バナナ ｸｰﾍﾝ 16 ｇ 19 ｇ

梅ごはん 米 練り梅 ごま 牛乳
ちくわの磯辺揚げ 焼き竹輪 小麦粉 片栗粉 青のり

サラダ油

プリン

スパゲッティサラダ スパゲッティ　ツナ缶　コーン
グリンピース　マヨドレ

497 kcal 595 kcal

味噌汁 焼き麩 わかめ 16.3 ｇ 19.3 ｇ

バターロール 牛乳 490 kcal 487 kcal

鶏肉のノルウェー煮 鶏肉 玉葱 人参 ﾋﾟｰﾏﾝ 茄子 片栗粉 蒸しとうもろこし
スティックきゅうり味噌マヨドレ きゅうり ﾏﾖﾄﾞﾚ
オレンジ 20.7 ｇ 20.8 ｇ

14 土

17 火
牛乳
ぶどう

11 水
牛乳
マリー
ビスケット

16 月
麦茶
ヨーグルト
（ﾌﾟﾙｰﾝ）

麦茶
マリー
ビスケット

12 木
牛乳
マリー
ビスケット

13 金
牛乳
マリー
ビスケット

10 火
牛乳
バナナ

4 水
牛乳
バナナ

5 木
牛乳
オレンジ

6 金
麦茶
すいか

7 土
麦茶
ぱりんこ

3 火
牛乳
茹で
とうもろこし

久良岐保育園
1.2歳児

エネルギー
たんぱく質

3.4.5歳児
エネルギー
たんぱく質

2 月

麦茶
ヨーグルト
（いちご
ジャム）

8月の献立
令和3年



日 曜日
1.2歳児
朝おやつ 給食 食材 おやつ 食材

カレーライス
米　豚肉 じゃが芋 玉葱 人参
カレールウ

牛乳

キャベツとみかんのサラダ キャベツ きゅうり みかん缶 油
ﾊﾟｾﾘ缶

豆乳寒天
黒ごまソース

豆乳 寒天
練りごま

593 kcal 618 kcal

バナナ 鉄入りたっぷりしらす 20 ｇ 19.1 ｇ

ごはん 牛乳

鮭のサラダソースがけ 鮭　小麦粉　胡瓜　セロリ　ﾄﾏﾄ
玉葱　黄ピーマン

あんぱん

おくらと竹輪ののり和え
オクラ 焼き竹輪 もやし 青のり
かつお節

549 kcal 553 kcal

味噌汁 キャベツ 人参 焼き麩 26.2 ｇ 27.8 ｇ

ごはん 牛乳

なすと豚肉の味噌炒め
豚肉 なす 玉葱 人参 ごま油
ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ　片栗粉

ﾌﾟﾙｰﾝ入り ﾐｯｸｽ粉 牛乳 463 kcal 459 kcal

ﾁﾝｹﾞﾝ菜の炒め風ｻﾗﾀﾞ ﾁﾝｹﾞﾝ菜 しらす干し ごま油　もやし ｺｺｱ蒸しﾊﾟﾝ ｺｺｱ ﾌﾟﾙｰﾝ
冬瓜ｽｰﾌﾟ 冬瓜 しめじ 片栗粉 17.2 ｇ 16.5 ｇ

中華丼 米 豚肉 焼き竹輪 人参 玉葱
舞茸 チンゲン菜 ごま油 片栗粉

牛乳

カラフルサラダ コーン缶 赤ピーマン 枝豆 きゅうり 油 さつまチップス 458 kcal 551 kcal

味噌汁 玉葱 もやし 14.7 ｇ 17.8 ｇ

ごはん 麦茶

白身魚のオーロラソース
ﾒﾙﾙｰｻ　片栗粉　 ﾋﾟｰﾏﾝ　玉葱
コーン缶 ﾏﾖﾄﾞﾚ

わらびもち 272 kcal 319 kcal

ごまｷｬﾍﾞﾂ ｷｬﾍﾞﾂ 人参 すりごま
味噌汁 南瓜 玉葱 12.2 ｇ 14.8 ｇ

ごはん 牛乳

炒り豆腐
木綿豆腐 鶏むねひき肉 玉葱
人参 ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 片栗粉

ミニミニピザ
ﾍﾞｰｺﾝ 玉葱
ﾋﾟｰﾏﾝ

和風サラダ ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり わかめ ごま ｻﾗﾀﾞ油 ﾁｰｽﾞ 餃子の皮 485 kcal 453 kcal

味噌汁 大根　油揚げ 19.9 ｇ 18.2 ｇ

ごはん 麦茶 386 kcal 351 kcal

マーボー茄子 絹ごし豆腐 豚挽 玉葱 茄子
人参　 小葱 ごま油 片栗粉

ﾌﾙｰﾂﾎﾟﾝﾁ みかん缶
ﾊﾟｲﾝ缶

中華きゅうり きゅうり セロリ ごま油 ｶﾙﾃﾂいわし ﾊﾞﾅﾅ　もも缶

わかめｽｰﾌﾟ わかめ ねぎ ごま おかき 12.5 ｇ 10.6 ｇ

ごはん 牛乳
ﾊﾟｲﾅｯﾌﾟﾙのﾄﾛﾋﾟｶﾙ
ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ

豚ひき　玉葱　パン粉　豆乳　パイン缶

お楽しみ
569 kcal 582 kcal

グリル野菜 ﾋﾟｰﾏﾝ 玉葱 パイン缶 ﾊﾞﾀｰ おやつ

ｾﾛﾘとﾄﾏﾄのｽｰﾌﾟ ｾﾛﾘ　ﾄﾏﾄ 20.5 ｇ 19.9 ｇ

ごはん 牛乳
豚ﾚﾊﾞｰのかりん揚げ
ごまソース

豚ﾚﾊﾞｰ 生姜 片栗粉 油 すりごま
いりごま 牛乳 蒸しとうもろこし

507 kcal 514 kcal

納豆和え モロヘイヤ 人参 もやし ひきわり納豆

味噌汁 なす 小葱 21.7 ｇ 22.6 ｇ

ｽﾊﾟｹﾞﾃｨきこり風
ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ ツナ缶 しめじ えのき 玉葱
トマト缶 ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ ﾊﾟﾙﾒｻﾞﾝﾁｰｽﾞ 牛乳

蒸し鶏サラダ 鶏ささみ ｷｬﾍﾞﾂ 人参 ﾏﾖﾄﾞﾚ みかんゼリー 454 kcal 509 kcal

ﾊﾞﾅﾅ 鉄入りたっぷりしらす 16.7 ｇ 19.6 ｇ

ごはん 牛乳 407 kcal 485 kcal

鮭のコーンソース 鮭 コーン缶 ﾊﾟｾﾘ缶 ﾏﾖﾄﾞﾚ チーズ蒸しパン ミックス粉 牛乳

キャベツ和え ｷｬﾍﾞﾂ きゅうり 人参 ﾁｰｽﾞ

味噌汁 なす  さやいんげん 玉葱 19.7 ｇ 23.9 ｇ

食パン ﾊﾞﾀｰ 麦茶 469 kcal 447 kcal

タンドリーチキン 鶏もも 玉葱 ｶﾚｰ粉 豆乳ﾖｰｸﾞﾙﾄ 梅干しおむすび 米　梅干し　海苔

ﾁｰｽﾞ入りかぼちゃサラダ 南瓜 きゅうり ﾏﾖﾄﾞﾚ ﾁｰｽﾞ 干しぶどう

ｵﾚﾝｼﾞ 18.9 g 18 g

25 水

1.2歳児　　エ
ネルギー　た

んぱく質

3.4.5歳児
エネルギー
たんぱく質

28 土
麦茶
マリービ
スケット

26 木
牛乳
オレンジ

27 金
牛乳
梨

24 火

20

牛乳
ﾊﾞﾅﾅ

21

31 火
牛乳
ﾊﾞﾅﾅ

30 月
麦茶
ﾖｰｸﾞﾙﾄ
（きなこ）

土
麦茶
ｶﾙｼｳﾑ
せんべい

23 月
麦茶
ﾖｰｸﾞﾙﾄ
（白桃）

金
牛乳
オレンジ

牛乳
茹で
とうもろこし

18 水
牛乳
オレンジ

19 木
牛乳
ﾊﾞﾅﾅ

🌼給 食 室 よ り

冬の瓜と書く冬瓜は、利尿作用があり余分な毒素を体外に排出してくれたり、むくみを防止してくれる作用が期待できます。

そして、夏に収穫しても冬まで持つという由来があり、皮が固く保存もきく野菜です。



久良岐保育園

日
前期

（5～6ヶ月）
中期・後期

（7～8・9～11ヶ月）
完了期

（12～18ヶ月）
おやつ 日

前期
（5～6ヶ月）

中期･後期
（7～8･9～１１ヶ月）

完了期
（12～18ヶ月）

おやつ

2 つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん 野菜おじや（枝豆） 20 オレンジ つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん 煮込みうどん
ヨーグルト 白身魚のとろとろ 白身魚の煮付け かじきのムニエル 人参のとろとろ 人参と鶏そぼろ煮 茄子と豚肉の味噌炒め （人参・チンゲン菜）

月 きゅうりのとろとろ きゅうり和え ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ 枝豆 金 南瓜のとろとろ チンゲン菜和え チンゲン菜の炒め風ｻﾗﾀﾞ
じゃが芋と玉葱の味噌汁 じゃが芋と玉葱とわかめの味噌汁 玉葱と南瓜の味噌汁 しめじと玉葱の味噌汁

3 とうもろこしつぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん 南瓜の甘煮 21 赤ちゃん ごはん
南瓜のとろとろ 人参と鶏そぼろ煮 鶏肉とﾄﾏﾄのソテー せんべい 豚肉と野菜の炒め煮

火 人参のとろとろ きゅうり和え ひじきサラダ 南瓜のパンケーキ 土 カラフルサラダ ﾋﾞｽｹｯﾄ
南瓜とねぎの味噌汁 えのきとねぎの味噌汁 玉葱ともやしの味噌汁

4 バナナ つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん きなこ蒸しパン 23 ヨーグルト つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん じゃが芋と南瓜のマッシュ

豆腐のとろとろ 豆腐の煮崩し 豆腐ステーキ 白身魚のとろとろ 白身魚の煮付け 白身魚のオーロラソース
水 キャベツのとろとろ キャベツ和え キャベツ和え きなこパンケーキ 月 キャベツのとろとろ キャベツ和え ごまキャベツ いも餅

人参と小葱の味噌汁 人参としめじとねぎのすまし汁 南瓜と玉葱の味噌汁 南瓜と玉葱の味噌汁
5 オレンジ つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん 人参入りマッシュ 24 とうもろこし つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん 野菜おじや

じゃが芋のとろとろ じゃが芋と鶏そぼろ煮 肉じゃが 豆腐のとろとろ 人参と豆腐の煮物 炒り豆腐 （大根・キャベツ）
木 人参のとろとろ ゆで人参 ごまおくら 人参ゼリー 火 人参のとろとろ きゅうり和え 和風サラダ ミニミニピザ

南瓜のポタージュ 茄子と油揚げの味噌汁 大根とキャベツの味噌汁 大根と油揚げの味噌汁
6 すいか つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん おかかおじや 25 バナナ つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん バナナヨーグルト

南瓜のとろとろ 人参と鶏レバーのそぼろ煮 鶏レバー入りハンバーグ 南瓜のとろとろ 南瓜と鶏そぼろ煮 マーボ茄子
金 きゅうりのとろとろ きゅうり和え ちりめんサラダ ひじきおむすび 水 きゅうりのとろとろ きゅうり和え きゅうり和え

南瓜のポタージュ 南瓜のポタージュ 玉葱と人参の味噌汁 わかめスープ
7 赤ちゃん ごはん 26 オレンジ つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん 南瓜蒸しパン

せんべい 豚肉と玉葱の炒め煮 じゃが芋のとろとろ じゃが芋と鶏そぼろ煮 ハンバーグ
土 蒸しかぼちゃ ﾋﾞｽｹｯﾄ 木 大根のとろとろ 大根和え 大根和え

じゃが芋とわかめの味噌汁 南瓜のポタージュ 南瓜のポタージュ
10 バナナ つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん パン粥 27 梨 つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん ゆでとうもろこし

豆腐のとろとろ 豆腐の煮崩し マーボ豆腐 人参のとろとろ 人参と鶏そぼろ煮 人参と肉団子の煮物
火 人参のとろとろ きゅうり和え 春雨サラダ りんごサンド 金 キャベツのとろとろ 蒸しかぼちゃ 納豆和え

玉葱と人参の味噌汁 もやしスープ キャベツと小葱の味噌汁 茄子と小葱の味噌汁
11 赤ちゃん つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん きなこヨーグルト 28 マリービスケット ごはん

せんべい 人参のとろとろ 玉葱と鶏そぼろ煮 チキンのハーブ焼き ツナと野菜のケチャップ煮
水 きゅうりのとろとろ ゆで人参 人参ときゅうり和え マカロニきなこ 土 蒸し鶏サラダ ﾋﾞｽｹｯﾄ

キャベツと玉葱の味噌汁 キャベツと玉葱の味噌汁 バナナ
12 赤ちゃん つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん ｺｰﾝフレーク入りヨーグルト 30 ヨーグルト つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん りんご蒸しパン

せんべいキャベツのとろとろ キャベツと鶏そぼろ煮 ハンバーグ 白身魚のとろとろ 白身魚の煮付け 鮭のコーンソース
木 人参のとろとろ ゆで人参 シーチキンサラダ ｺｰﾝフロスト 月 きゅうりのとろとろ きゅうり和え キャベツ和え

南瓜のポタージュ 南瓜のポタージュ フルーツグラノーラ キャベツと人参の味噌汁 茄子とさやいんげんの味噌汁
13 赤ちゃん つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん きなこおはぎ風 31 バナナ つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん 野菜おじや

せんべい大根の煮つぶし 人参と鶏そぼろ煮 人参と肉団子の煮物 かぼちゃのとろとろ 玉葱と鶏そぼろ煮 タンドリーチキン風 （人参・玉葱）
金 キャベツのとろとろ 大根和え 大根和え 火 キャベツのとろとろ きゅうり和え きゅうり和え

キャベツと玉葱の味噌汁 キャベツと玉葱の味噌汁 南瓜のポタージュ 南瓜のポタージュ
14 赤ちゃん ごはん

せんべい ささみと野菜のケチャップ煮
土 マカロニサラダ ﾋﾞｽｹｯﾄ

バナナ
16 つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん 野菜おやき

人参のとろとろ 豆腐の煮物 豆腐ステーキ (かぼちゃ・玉葱）
月 豆腐のとろとろ ゆで人参 ゆで人参

南瓜のポタージュ 南瓜のポタージュ
17 ぶどう つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん ｺｰﾝおじや

きゅうりのとろとろ 人参と鶏そぼろ煮 鶏肉のノルウェー煮 (とうもろこし・玉葱）

火 人参のとろとろ きゅうり和え きゅうり和え ゆでとうもろこし
玉葱と人参の味噌汁 オレンジ

18 オレンジ つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん 煮込みうどん
じゃが芋のとろとろ じゃが芋と鶏そぼろ煮 豚肉と野菜の煮物 （キャベツ・人参）

水 キャベツのとろとろ キャベツ和え キャベツと胡瓜のサラダ 豆乳寒天
南瓜のポタージュ 南瓜のポタージュ

19 バナナ つぶしがゆ おかゆ/軟飯 ごはん 人参蒸しﾊﾟﾝ

白身魚のとろとろ 白身魚の煮付け 鮭の塩焼き
木 きゅうりのとろとろ きゅうり和え オクラともやしの青のり和え 人参パンケーキ

キャベツと人参の味噌汁 キャベツと人参と麩の味噌汁

令和3年8月　離乳食献立表

ヨーグルト


