
乳　児 献　　　立　　　表
2017年07月 高坂こども園

材料名 （○は午後おやつ材料） おやつ
熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの （○は午後おやつ）

01
土

03
月

04
火

05
水

06
木

07
金

08
土

10
月

11
火

12
水

13
木

14
金

15
土

冷やし中華、バナナ、
ヨーグルト

焼きそばめん、砂糖、
○ロールパン（アレル
ギー用）

鶏ささ身、ヨーグルト
(加糖)

にんじん、きゅうり、ミニ
トマト、バナナ、○野菜
ジュース

○野菜ジュース、○
ロールパン

日付 献立名

夏野菜どんぶり、バナナ、
ももゼリー

米、油、砂糖、ケチャッ
プ、ももゼリー、○ロー
ルパン（アレルギー用）

牛肉(肩ロース) ホールトマト缶詰、たま
ねぎ、ピーマン、なす、
バナナ、○野菜ジュー
ス

○野菜ジュース、○
ロールパン

ごはん、のっぺい汁、カレ
イのみそ煮、昆布和え

米、さといも、砂糖、片
栗粉、○食パン、○砂
糖

赤みそ、油揚げ、かれ
い、○バター、○牛乳

はくさい、だいこん、に
んじん、ねぎ、ごぼう、
塩こんぶ、しょうが、○
りんご

○牛乳、○ラスク・り
んご

ツナマヨサンド、野菜スー
プ（キャベツ）、じゃがいも
のバター炒め、プチゼ
リー

じゃがいも、マヨドレ、
食パン、プチゼリー、
○米

まぐろ水煮、ベーコン、
バター、○牛乳

キャベツ、にんじん、た
まねぎ、エリンギ、赤
ピーマン、しいたけ、○
オレンジ、○ゆかり

○牛乳、○ゆかりお
にぎり・オレンジ

ごはん、みそ汁、さわらの
梅マヨ焼き、和風サラダ

米、マヨドレ、和風ド
レッシング、○ホット
ケーキ粉

白みそ、さわら、かつ
お節、○バター、○加
工乳、○牛乳

はくさい、だいこん、
きゅうり、もずく、にんじ
ん、あさつき、ねりうめ、
○干しぶどう、○バナ
ナ

○牛乳、○レーズン
ケーキ・バナナ

ごはん、カレースープ（豆
腐）、星のハンバーグ、お
くらのお浸し

米、カレー粉、油、○
七夕ゼリー

ハンバーグ（冷凍）、木
綿豆腐、かつお節

たまねぎ、オクラ、にん
じん、しいたけ、○野
菜ジュース

○野菜ジュース、○
七夕ゼリー・お菓子

ジャージャーうどん、コン
ソメスープ、コールスロー
サラダ、ヨーグルト（いちご
味）

ゆでうどん、砂糖、油、
フレンチドレッシング、
○さつまいも、○片栗
粉、○砂糖

豚ひき肉、赤みそ、
ヨーグルト（加糖）、○
無塩バター、○加工
乳、○牛乳

たまねぎ、にんじん、し
いたけ、もやし、ねぎ、
カットわかめ、キャベ
ツ、コーン缶、しょうが、
パセリ粉、○パイン缶

○牛乳、○スイート
ポテト・パイン缶

肉みそ丼、バナナ、オレ
ンジゼリー

米、砂糖、オレンジゼ
リー、○ロールパン（ア
レルギー用）

鶏ひき肉、赤みそ たまねぎ、なす、ねぎ、
にんじん、きゅうり、しょ
うが、バナナ、○野菜
ジュース

○野菜ジュース、○
ロールパン

五目ごはん、なめこのみ
そ汁、さわらの塩焼き、春
雨のソテー

米、はるさめ、砂糖、
油、○じゃがいも、○
片栗粉、○小麦粉

白みそ、赤みそ、さわ
ら、○ピザ用チーズ、
○牛乳

なす、みつば、にんじ
ん、なめこ、にら、あさ
つき、五目ごはんの
素、○りんご

○牛乳、○チーズ
入りじゃがいものお
やき・りんご

ホットドッグ、コンソメスー
プ（小松菜）、ブロッコリー
のバター炒め、さつま芋
の甘煮

さつまいも、じゃがい
も、砂糖、ロールパン、
ケチャップ、○米

ウインナー、バター、○
さけフレーク、○ひとく
ちチーズ、○牛乳

こまつな、キャベツ、し
めじ、にんじん、ブロッ
コリー、赤ピーマン、し
いたけ

○牛乳、○鮭おに
ぎり・ひとくちチーズ

ごはん、中華スープ、酢
豚、ほうれん草のナムル

米、砂糖、片栗粉、ケ
チャップ

豚肉(肩ロース）、○牛
乳

ほうれんそう、にんじん、
たまねぎ、えのきたけ、赤
ピーマン、ピーマン、しい
たけ、コーン缶、あさつき
○オレンジ

○牛乳、○お誕生
日ケーキ・オレンジ

ごはん、すまし汁、小松
菜と牛肉のオイスター煮、
せん野菜の和風サラダ

米、砂糖、○マカロニ、
○砂糖

木綿豆腐、牛肉(肩
ロース)、○きな粉

きゅうり、だいこん、こま
つな、にんじん、みつ
ば、しょうが、カットわか
め、あおのり、○バナ
ナ、○野菜ジュース

○野菜ジュース、○
きな粉マカロニ・バ
ナナ

ごはん、麩のすまし汁、鮭
のちゃんちゃん焼き、ブ
ロッコリーのサラダ

米、砂糖、焼ふ(車
ふ）、和風ドレッシン
グ、○小麦粉、○砂
糖、

バター、白みそ、さけ、
○牛乳

キャベツ、ブロッコ
リー、にんじん、しめ
じ、コーン缶、ねぎ、
カットわかめ、○りんご

○牛乳、○ういろう・
りんご



乳　児 献　　　立　　　表
2017年07月

材料名 （○は午後おやつ材料） おやつ
熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの （○は午後おやつ）

18
火

19
水

20
木

21
金

22
土

24
月

25
火

26
水

27
木

28
金

29
土

31
月

日付 献立名

パン・ロールパン、夏野菜
スープ、鮭のムニエル、
コールスローサラダ

フレンチドレッシング、
小麦粉、ロールパン、
○米

バター、さけ、○牛乳

たまねぎ、ほうれんそう、かぼ
ちゃ、なめたけ、なす、にん
じん、カットわかめ、オクラ、
あさつき、赤ピーマン、オレ
ンジ、○バナナ

キャベツ、トマト、たま
ねぎ、にんじん、オク
ラ、コーン缶、○りん
ご、○塩こんぶ

米、砂糖、○ロールパ
ン、○プチゼリー

生揚げ、白みそ、たら、
かつお節、○こしあ
ん、○牛乳

こまつな、だいこん、に
んじん、ねぎ

豚ひき肉、木綿豆腐、
赤みそ、ヨーグルト(加
糖)、○牛乳

なす、ピーマン、ねぎ、
バナナ、しょうが、○り
んご

○牛乳、○お菓子・
りんご

ごはん、みそ汁（里芋）、
シュウマイ（冷凍）、中華
風サラダ

米、さといも、砂糖、は
るさめ

シュウマイ（冷凍）、赤
みそ、ベーコン、○プリ
ンの素、○加工乳

きゅうり、にんじん、ね
ぎ、カットわかめ、○パ
イン缶、○野菜ジュー
ス

○野菜ジュース、○
プリン（卵不使用）・
パイン缶

ごはん、みそ汁、鮭の
コーンマヨネーズ焼き、梅
サラダ

米、マヨドレ、油、小麦
粉、マーガリン、砂糖、
○さつまいも、○ぎょう
ざの皮、○プチゼリー

白みそ、さけ、油揚げ、
○バター、○とろける
チーズ、○加工乳

きゅうり、クリームコーン
缶、ねぎ、にんじん、切り
干しだいこん、コーン缶、
ねりうめ、カットわかめ、○
野菜ジュース

○野菜ジュース、○
さつまいもパイ・プ
チゼリー

○牛乳、○昆布お
にぎり・りんご

夏野菜カレー、コンソメ
スープ、ほうれん草のな
めたけ和え、オレンジ

米、油、カレールウ、ケ
チャップ、ウスターソー
ス、○小麦粉、○砂糖

豚肉(もも)、○ひとくち
チーズ、○加工乳、○
牛乳

○牛乳、○バナナ
蒸しパン・ひとくち
チーズ

○牛乳、○あんぱ
ん・プチゼリー

マーボーなす丼、バナ
ナ、ヨーグルト

米、片栗粉、砂糖、油

ごはん、すまし汁、たらの
西京焼き、小松菜のおか
か和え

ごはん、中華スープ、八
宝菜、切干大根のサラダ

米、生ふ、三温糖、
油、片栗粉、砂糖、○
白玉粉

豚肉(ばら)、○木綿豆
腐、○牛乳

はくさい、もやし、きゅう
り、にんじん、ねぎ、たけ
のこ、切り干しだいこん、
黒きくらげ、しょうが、カッ
トわかめ、○りんご

○牛乳、○みたらし
団子・りんご

にんじんピラフ、コーン
チャウダー、タンドリーチ
キン、きのこのソテー

米、砂糖、油、カレー
粉

加工乳、鶏もも肉、ヨー
グルト(無糖)、ベーコン

クリームコーン缶、にんじん、
たまねぎ、しいたけ、赤ピー
マン、しめじ、エリンギ、コー
ン缶、にんにく、○バナナ○
いちごジャム、○野菜ジュー
ス

○野菜ジュース、○
クラッカージャムサ
ンド、バナナ

ハヤシライス・牛肉、バナ
ナ、ヨーグルト

米、じゃがいも、油、ハ
ヤシルウ、ケチャップ、
ウスターソース、○ロー
ルパン（アレルギー用）

牛肉(もも)、ヨーグルト
(加糖)、バター

たまねぎ、マッシュ
ルーム、バナナ、○野
菜ジュース

○野菜ジュース、○
ロールパン

冷やしうどん、バナナ、
ヨーグルト

ゆでうどん、○ロール
パン（アレルギー用）

牛肉(肩ロース)、ヨーグ
ルト(加糖)

だいこん、にんじん、
きゅうり、バナナ、○野
菜ジュース

○野菜ジュース、○
ロールパン

ごはん、野菜スープ（チン
ゲン菜）、鶏肉のトマト
煮、ジャーマンポテト

米、じゃがいも、ケ
チャップ、油、砂糖、片
栗粉、小麦粉、○ホット
ケーキ粉

鶏もも肉（皮付き）、
ベーコン、○バター、
○加工乳、○牛乳

ホールトマト缶詰、チン
ゲンサイ、たまねぎ、ブ
ロッコリー、にんじん、
しめじ、○かぼちゃ、○
もも缶

○牛乳、○かぼ
ちゃケーキ・もも缶

コロッケバーガー、はくさ
いの豆乳スープ、ごぼうと
きゅうりのサラダ、ひとくち
チーズ

マヨドレ、ケチャップ、
ウスターソース、バー
ガーパン、○米、○砂
糖

コロッケ（冷凍）、豆乳、
ベーコン、ひとくちチー
ズ、○きな粉

はくさい、ごぼう、にん
じん、きゅうり、キャベ
ツ、しめじ、コーン缶、
○オレンジ、○野菜
ジュース

○野菜ジュース、○
きな粉おはぎ・オレ
ンジ



幼　児 献　　　立　　　表
2017年07月 高坂こども園

材料名 （○は午後おやつ材料）

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

01
土

03
月

04
火

05
水

06
木

07
金

08
土

10
月

11
火

12
水

13
木

14
金

15
土

冷やし中華、バナナ、ヨーグル
ト

焼きそばめん、砂糖、○
ロールパン（アレルギー用）

鶏ささ身、ヨーグルト(加糖) にんじん、きゅうり、ミニトマ
ト、バナナ、○野菜ジュース

ごはん、すまし汁、小松菜と牛
肉のオイスター煮、せん野菜
の和風サラダ、バナナ、野菜
ジュース

米、砂糖 木綿豆腐、牛肉(肩ロース) きゅうり、だいこん、こまつ
な、にんじん、みつば、しょう
が、カットわかめ、あおのり、
バナナ、野菜ジュース

ごはん、麩のすまし汁、鮭の
ちゃんちゃん焼き、ブロッコ
リーのサラダ、ひとくちチーズ、
牛乳

米、砂糖、焼ふ(車ふ）、和
風ドレッシング

バター、白みそ、さけ、ひと
くちチーズ、牛乳

キャベツ、ブロッコリー、にん
じん、しめじ、コーン缶、ね
ぎ、カットわかめ

ホットドッグ、コンソメスープ（小
松菜）、ブロッコリーのバター炒
め、さつま芋の甘煮、プチゼ
リー、牛乳

さつまいも、じゃがいも、砂
糖、ロールパン、ケチャッ
プ、プチゼリー

ウインナー、バター、牛乳 こまつな、キャベツ、しめじ、
にんじん、ブロッコリー、赤
ピーマン、しいたけ

ごはん、中華スープ、酢豚、ほ
うれん草のナムル、お誕生日
ケーキ、牛乳

米、砂糖、片栗粉、ケチャッ
プ

豚肉(肩ロース）、牛乳 ほうれんそう、にんじん、たま
ねぎ、えのきたけ、赤ピーマ
ン、ピーマン、しいたけ、
コーン缶、あさつき

肉みそ丼、バナナ、オレンジゼ
リー

米、砂糖、オレンジゼリー、
○ロールパン（アレルギー
用）

鶏ひき肉、赤みそ たまねぎ、なす、ねぎ、にん
じん、きゅうり、しょうが、バナ
ナ、○野菜ジュース

五目ごはん、なめこのみそ汁、
さわらの塩焼き、春雨のソ
テー、りんご、牛乳

米、はるさめ、砂糖、油 白みそ、赤みそ、さわら、牛
乳

なす、みつば、にんじん、な
めこ、にら、あさつき、五目ご
はんの素、りんご

ごはん、カレースープ（豆腐）、
星のハンバーグ、おくらのお浸
し、七夕ゼリー、野菜ジュース

米、カレー粉、油、七夕ゼ
リー

ハンバーグ（冷凍）、木綿豆
腐、かつお節

たまねぎ、オクラ、にんじん、
しいたけ、野菜ジュース

ジャージャーうどん、コンソメ
スープ、コールスローサラダ、
ヨーグルト（いちご味）、パイン
缶、牛乳

ゆでうどん、砂糖、油、フレ
ンチドレッシング

豚ひき肉、赤みそ、ヨーグル
ト（加糖）、牛乳

たまねぎ、にんじん、しいた
け、もやし、ねぎ、カットわか
め、キャベツ、コーン缶、しょ
うが、パセリ粉、パイン缶

ツナマヨサンド、野菜スープ
（キャベツ）、じゃがいものバ
ター炒め、プチゼリー、オレン
ジ、牛乳

じゃがいも、マヨドレ、食パ
ン、プチゼリー

まぐろ水煮、ベーコン、バ
ター、牛乳

キャベツ、にんじん、たまね
ぎ、エリンギ、赤ピーマン、し
いたけ、オレンジ

ごはん、みそ汁、さわらの梅マ
ヨ焼き、和風サラダ、バナナ、
牛乳

米、マヨドレ、和風ドレッシン
グ

白みそ、さわら、かつお節、
牛乳

はくさい、だいこん、きゅう
り、もずく、にんじん、あさつ
き、ねりうめ、バナナ

ごはん、のっぺい汁、カレイの
みそ煮、昆布和え、いちごプリ
ン、牛乳

米、さといも、砂糖、片栗粉 赤みそ、油揚げ、かれい、
いちごプリン（卵不使用）、
牛乳

はくさい、だいこん、にんじ
ん、ねぎ、ごぼう、塩こんぶ、
しょうが

日付 献立名

夏野菜どんぶり、バナナ、もも
ゼリー

米、油、砂糖、ケチャップ、
ももゼリー、○ロールパン
（アレルギー用）

牛肉(肩ロース) ホールトマト缶詰、たまね
ぎ、ピーマン、なす、バナ
ナ、○野菜ジュース
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材料名 （○は午後おやつ材料）

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

18
火

19
水

20
木

22
土

24
月

25
火

26
水

27
木

28
金

29
土

31
月

＊　土曜日は、午後おやつがあります。

ハヤシライス・牛肉、バナナ、
ヨーグルト

米、じゃがいも、油、ハヤシ
ルウ、ケチャップ、ウスター
ソース、○ロールパン

牛肉(もも)、ヨーグルト(加
糖)、バター

たまねぎ、マッシュルーム、
バナナ、○野菜ジュース

ごはん、みそ汁（里芋）、シュウ
マイ（冷凍）、中華風サラダ、パ
イン缶、野菜ジュース

米、さといも、砂糖、はるさめ シュウマイ（冷凍）、赤みそ、
ベーコン

きゅうり、にんじん、ねぎ、
カットわかめ、パイン缶、野
菜ジュース

ごはん、野菜スープ（チンゲン
菜）、鶏肉のトマト煮、ジャーマ
ンポテト、プチゼリー、牛乳

米、じゃがいも、ケチャップ、
油、砂糖、片栗粉、小麦粉、
プチゼリー

鶏もも肉（皮付き）、ベーコ
ン、牛乳

ホールトマト缶詰、チンゲン
サイ、たまねぎ、ブロッコ
リー、にんじん、しめじ

ごはん、中華スープ、八宝菜、
切干大根のサラダ、ヨーグルト
（いちご味）、牛乳

米、生ふ、三温糖、油、片栗
粉、砂糖

豚肉(ばら)、ヨーグルト（加
糖）、牛乳

はくさい、もやし、きゅうり、
にんじん、ねぎ、たけのこ、
切り干しだいこん、黒きくら
げ、しょうが、カットわかめ

コロッケバーガー、はくさいの
豆乳スープ、ごぼうときゅうりの
サラダ、ひとくちチーズ、オレン
ジ、野菜ジュース

マヨドレ、ケチャップ、ウス
ターソース、バーガーパン

コロッケ（冷凍）、豆乳、ベー
コン、ひとくちチーズ

はくさい、ごぼう、にんじん、
きゅうり、キャベツ、しめじ、
コーン缶、オレンジ、野菜
ジュース

ごはん、みそ汁、鮭のコーンマ
ヨネーズ焼き、梅サラダ、ぶどう
ゼリー、野菜ジュース

米、マヨドレ、油、小麦粉、
マーガリン、砂糖、ぶどうゼ
リー

白みそ、さけ、油揚げ きゅうり、クリームコーン缶、
ねぎ、にんじん、切り干しだ
いこん、コーン缶、ねりうめ、
カットわかめ、野菜ジュース

冷やしうどん、バナナ、ヨーグ
ルト

ゆでうどん、○ロールパン
（アレルギー用）

牛肉(肩ロース)、ヨーグルト
(加糖)

だいこん、にんじん、きゅう
り、バナナ、○野菜ジュース

ごはん、すまし汁、たらの西京
焼き、小松菜のおかか和え、
ヨーグルトプリン、牛乳

米、砂糖 生揚げ、白みそ、たら、かつ
お節、ヨーグルトプリン（卵
不使用）、牛乳

こまつな、だいこん、にんじ
ん、ねぎ

にんじんピラフ、コーンチャウ
ダー、タンドリーチキン、きのこ
のソテー、バナナ、野菜ジュー
ス

米、砂糖、油、カレー粉 加工乳、鶏もも肉、ヨーグル
ト(無糖)、ベーコン

クリームコーン缶、にんじん、た
まねぎ、しいたけ、コーン缶、赤
ピーマン、しめじ、エリンギ、に
んにく、ピラフの素、バナナ、野
菜ジュース

夏野菜カレー、コンソメスー
プ、ほうれん草のなめたけ和
え、オレンジ、ヨーグルト（加
糖）、牛乳

米、油、カレールウ、ケ
チャップ、ウスターソース

豚肉(もも)、ヨーグルト（加
糖）、牛乳

たまねぎ、ほうれんそう、か
ぼちゃ、なめたけ、なす、に
んじん、カットわかめ、オク
ラ、あさつき、赤ピーマン、
オレンジ

日付 献立名

パン・ロールパン、夏野菜スー
プ、鮭のムニエル、コールス
ローサラダ、りんご、牛乳

フレンチドレッシング、小麦
粉、ロールパン

バター、さけ、牛乳 キャベツ、トマト、たまねぎ、
にんじん、オクラ、コーン
缶、りんご


