
2021年
日付 時間帯 12ケ月頃～ 9～11ヶ月頃 7～8ケ月頃

ご飯 五倍粥 七倍粥
さけのちゃんちゃん焼き さけのちゃんちゃん焼き さけと野菜のやわらか煮
粉ふき芋 粉ふき芋 じゃが芋マッシュ
豆腐とほうれん草のすまし汁 豆腐とほうれん草のすまし汁 豆腐とほうれん草のすまし汁
いちご
牛乳 鶏と野菜のうどん
豆腐団子(きな粉) いちご
カレーライス 五倍粥 七倍粥
ブロッコリーとツナのごまあえ 肉じゃが 肉じゃが
りんごヨーグルト ブロッコリーとツナのごまあえ ブロッコリーとツナのやわらか煮

りんごヨーグルト りんごヨーグルト
レバー入り焼き鶏丼 レバー入りそぼろ粥 そぼろ粥
ほうれん草の白あえ ほうれん草のごま和え ほうれん草のお浸し
白菜と生揚げのみそ汁 白菜と豆腐のみそ汁 白菜と豆腐のみそ汁
りんご
牛乳 ツナと野菜のオートミール
かりんとう りんご
ご飯 五倍粥 七倍粥
さわらのマヨネーズ焼き かじきのソテー かじきのやわらか煮
切干し大根のサラダ 人参ときゅうりのサラダ 人参ときゅうりのやわらか煮
キャベツとわかめのみそ汁 キャベツとわかめのみそ汁 キャベツとわかめのみそ汁
牛乳 トースト
きな粉のスノーキューブ 鶏と野菜のミルク煮
ご飯 五倍粥 七倍粥
凍り豆腐のから揚げ 豆腐のひき肉あんかけ 豆腐のひき肉あんかけ
きんぴらごぼう スナップえんどう スナップえんどう
スナップえんどう 納豆と大根のみそ汁 納豆と大根のみそ汁
納豆と大根のみそ汁
牛乳 もっちりスイートポテト
もっちりスイートポテト ツナと野菜のスープ
ミートスパゲティー 肉みそスパゲティー 肉みそうどん
キャベツの香り漬け キャベツと人参のお浸し キャベツと人参のお浸し
豆腐とわかめのスープ 豆腐とわかめのスープ 豆腐とわかめのスープ
カルピスゼリー
牛乳 甘納豆おにぎり
甘納豆おにぎり 鮭とキャベツのみそ汁
ご飯 五倍粥 七倍粥
ぶりのおろし煮 かじきのおろし煮 かじきのおろし煮
小松菜ともやしのあえ物 小松菜ともやしのあえ物 小松菜ともやしのあえ物
春野菜の豚汁 春野菜のみそ汁 春野菜のみそ汁
牛乳 鶏と野菜のオートミールおじや
牛乳もち 茶巾かぼちゃ
ツナご飯 ツナ粥 ツナ粥
ローストチキン ミネストローネスープ ミネストローネスープ
ミネストローネスープ
ご飯 五倍粥 七倍粥
ミートローフ ミートローフ 豆腐ひき肉あん
人参の甘煮 人参の甘煮 人参やわらか煮
スナップえんどう スナップえんどう キャベツのスープ
鶏とキャベツのスープ 鶏とキャベツのスープ
牛乳 かぼちゃパンケーキ
かぼちゃボーロ ツナと野菜のスープ
ご飯 五倍粥 七倍粥
たけのこ入りマーボー豆腐 豆腐ひき肉あん 豆腐ひき肉あん
小松菜とツナのごま和え 小松菜と人参のごま和え 小松菜と人参のやわらか煮
きのこのスープ 玉ねぎと人参のスープ 玉ねぎと人参のスープ
デコポン
牛乳 さつま芋お焼き
大学芋 ツナと野菜のスープ

デコポン
ご飯 納豆粥 納豆粥
あじのムニエル かじきのムニエル かじきやわらか煮
納豆 ひじきの煮物 ひじきの煮物
ひじきの煮物 きゅうりスティック きゅうりやわらか煮
きゅうりのゆかりあえ もやしのみそ汁 もやしのみそ汁
豚肉ともやしのみそ汁
牛乳 メロンパントースト
メロンパントースト 豚と野菜のスープ
きつねうどん 鶏と野菜のうどん 鶏と野菜のうどん
蒸し芋 蒸し芋 さつま芋マッシュ
フルーツヨーグルト フルーツヨーグルト フルーツヨーグルト
牛乳 鮭おにぎり
おかかおにぎり 麩と玉葱のみそ汁
たけのこ入り混ぜご飯 五倍粥 七倍粥
かじきの照り焼き かじきの照り焼き かじきやわらか煮
きゅうりの酢の物 きゅうりの酢の物 きゅうりとみかんの和え物
切干大根と玉葱のみそ汁 玉葱と人参のみそ汁 玉葱と人参のみそ汁
牛乳 鶏と野菜のうどん
青のりごまスティック きな粉ヨーグルト
きのこスパゲティー 鶏と野菜のクリームスパゲティー 鶏と野菜のうどん
豆腐のくずあんスープ 豆腐のくずあんスープ 豆腐のくずあんスープ
ヨーグルト(みかん) ヨーグルト(みかん) ヨーグルト(みかん)

4月予定献立表(離乳食)

16(金)
昼食

午後おやつ

17(土) 昼食

14(水)
昼食

午後おやつ

15(木)
昼食

午後おやつ

12(月)
昼食

午後おやつ

07(水)

08(木)

13(火)

昼食

午後おやつ

昼食

午後おやつ

09(金)
昼食

午後おやつ

10(土) 昼食

06(火)
昼食

午後おやつ

昼食

午後おやつ

02(金)
昼食

午後おやつ

03(土) 昼食

05(月)
昼食

午後おやつ



日付 時間帯 12ケ月頃～ 9～11ヶ月頃 7～8ケ月頃
ご飯 五倍粥 七倍粥
厚揚げのそぼろ煮 厚揚げのそぼろ煮 豆腐のそぼろ煮
小松菜の納豆あえ 小松菜の納豆あえ 小松菜の納豆あえ
大根となめこのみそ汁 大根とねぎのみそ汁 大根とねぎのみそ汁
牛乳 豆腐パンケーキ
豆腐団子（あずき） 鶏と野菜スープ
ご飯 五倍粥 七倍粥
金時豆とひき肉のカレー煮 金時豆とひき肉煮 野菜ひき肉あん
マカロニスープ 野菜スープ 野菜スープ
河内晩柑
牛乳 納豆とほうれん草のうどん
納豆スナック 河内晩柑
ご飯 五倍粥 七倍粥
かじきのさっぱり甘酢ソース かじきのさっぱり甘酢ソース かじきのたまねぎ煮
アスパラとコーンのソテー アスパラとコーンのソテー アスパラとコーンのやわらか煮
かぶと油揚げのみそ汁 かぶとわかめのみそ汁 かぶとわかめのみそ汁
いちご いちご いちご
牛乳 ほうれん草ホットケーキ
ほうれん草ケーキ 肉団子スープ
グリンピース御飯 グリンピース粥 グリンピース粥
春雨サラダ 春雨サラダ もやしときゅうりのみかん和え
クリームシチュー クリームシチュー 鶏と野菜のミルク煮
麦茶 マカロニのトマト煮
マカロニのトマト煮 野菜スープ
ご飯 五倍粥 七倍粥
さばのみそ煮 白身魚のみそ煮 白身魚のやわらか煮
キャベツとかぶの浅漬け キャベツとかぶのおかか和え キャベツとかぶのおかか和え
煮豆 煮豆 煮豆
けんちん汁 大根と人参のすまし汁 大根と人参のすまし汁
牛乳 トースト
きなこ豆 鶏と野菜のミルク煮
麩のカレーラスク 野菜スティック
人参ピラフ 五倍粥 七倍粥
きゅうりとささみの中華サラダ きゅうりささ身和え きゅうりささ身和え
ポテトスープ コーンスープ コーンスープ
ご飯 五倍粥 七倍粥
肉じゃが 肉じゃが じゃが芋のそぼろ煮
ブロッコリーとツナのごましょうゆ和え ブロッコリーとツナのごましょうゆ和え ブロッコリーとツナのごましょうゆ和え
豆腐としめじのみそ汁 豆腐とねぎのみそ汁 豆腐とねぎのみそ汁
牛乳 ツナと野菜のオートミール
人参もち 茶巾かぼちゃ
ご飯 五倍粥 七倍粥
鮭のフィッシュボール 鮭のフィッシュボール 鮭とじゃが芋マッシュ
蒸し野菜（アスパラ・かぼちゃ 蒸し野菜（アスパラ・かぼちゃ 蒸し野菜（アスパラ・かぼちゃ
押し麦のスープ 野菜スープ 野菜スープ
牛乳 ミネストローネ
マカロニきな粉 きな粉ヨーグルト
ご飯 五倍粥 七倍粥
厚揚げのみそ炒め 豆腐のみそ炒め 豆腐の野菜あんかけ
ほうれん草の磯あえ ほうれん草のおひたし ほうれん草の磯あえ
麩とえのきのすまし汁 麩とえのきのすまし汁 麩とえのきのすまし汁
みかんゼリー
牛乳 鶏と野菜のオートミールリゾット
お豆腐パンケーキ 茶巾かぼちゃ
ご飯 五倍粥 五倍粥
豚肉のしょうが焼き 野菜ひき肉あん 野菜ひき肉あん
ゆで野菜（キャベツ・人参） 大根のみそ汁 大根のみそ汁
納豆と大根のみそ汁
牛乳 白身魚と野菜のうどん
黒糖蒸しパン ほうれん草の納豆和え

✿食材の納入状況により、やむを得ずメニューが変更になる場合があります。ご了承ください。

28(水)
昼食

午後おやつ

30(金)
昼食

午後おやつ

24(土) 昼食

26(月)
昼食

午後おやつ

27(火)
昼食

午後おやつ

22(木)
昼食

午後おやつ

23(金)

昼食

午後おやつ

20(火)
昼食

午後おやつ

21(水)
昼食

午後おやつ

19(月)
昼食

午後おやつ

<給食の紹介>

保育園の給食について心掛けていることをご紹介したいと思います。1年間子どもたちのために、愛情はもちろんのこと安全で安心して食べられるように配慮していきた

いと思います。

1、旬の食材を積極的に使用しています。野菜・果物・魚介類は旬のものほど味が良く、その時期に人間が必要な栄養素をたっぷり含んでいます。季節感を大切にした献

立作りを心掛けています。

2、できる限り添加物の少ない食材や国産品を使用するなど、安全性に考慮しています。

３、ミニトマト、巨峰などは４等分するなどし誤嚥の危険性が無いように工夫しています。

３、給食で使われているだしは昆布・かつお節・煮干などを料理によって使い分けてだし汁を作っています。自然の食材からとっただしは優しい味です。食材の味を活

かした料理に仕上げています。

４、日本の味を知ってもらう為に和食や魚料理を中心とした献立作りをしています。保育園で出る魚は、食べやすくなるように魚屋さんで骨を取り除いてもらいます。

また、パサパサする魚や食べにくい魚は、調理法を工夫し、とろみをつけたり大根おろし煮にしたり、食べやすくなるよう工夫しています。

５、鶏卵や鶏卵を含む食材を使用しないことで、みんなで一緒に食べられる献立を多くし、和やかな雰囲気で食べられるようにしています。その他のアレルギーについ

ては除去・代替え食の提供等を行っています。誤食がないよう個別のトレーを使用するなどの対応を行っています。

６、子どもたちに安全な給食を提供するために、衛生面を徹底しています。

①新鮮な食材を使用し、適正な温度管理を行っています。

②給食室では爪の中や手をしっかり洗ったあとは、アルコールで消毒しています。

③直接口に入れる食品は素手で触らず、清潔な手袋やトングなどを使用しています。

④果物は流水で十分に洗浄後酢酸で殺菌し、その他の食材は十分火を通し殺菌しています。

⑤使用する子どもの食器・食具・調理器具は温風殺菌庫で殺菌を行っています。


