
1日 （月） 眼科検診（５才） １７日 （水） 梨狩り予備日

２日 （火） 眼科検診（４才） １８日 （木） 身体測定

４日 （木） 絵画教室（２・３才） １９日 （金） 絵本・納入袋配布

６日 （土） 布団乾燥 ２０日 （土） 布団乾燥

８日 （月） 英語教室 ２２日 （月）　リトミック

９日 （火）　絵画教室（４・５才） ２６日 （金） 誕生会（各クラス）　
１１日 （木）　山の日 夜のお楽しみ会 （５才児）
１５日 （月）　避難訓練（不審者） ３０日 （火） プール納め
１６日 （火） 梨狩り（３・４・５才） ３１日 （水） 園便り・献立表配信

た ん ぽ ぽ ―・水遊びを楽しみ、気持ち良さや心地よさを味わう

も　　　　　も ―

　する

ちゅうりっぷ ―

さ 　 く 　 ら ―・熱中症に注意し水分補給や休息を取りながら健康に過ごす
・友達と一緒にプールや水遊びを楽しむ

ひ ま わ り ―・季節を感じながら友達や保育士との夏の遊びを楽しむ
・夏を健康に過ごす為の生活習慣を身に付ける

ゆ　　　　り ―
・約束事を守り、水遊びを思いきり楽しむ
・夏の遊びを楽しむ中で休息を取りながら健康に過ごす

・友達の思いや自分の気持ちを伝え合いながら楽しむ

・十分な休息をとりながら健康に過ごす
・保育士や友だちと一緒に夏のあそびや行事を楽しむ

・十分に休息を取りながら、暑い夏を快適に過ごせるように
　する

・水に親しみ、水の感触や心地良さを感じながら楽しむ
・衛生面や健康面に留意し、夏季を快適に過ごせるように

・保育士や友達と簡単なやり取りを楽しむ

第540

令和 4 年７月29日
千葉県松戸市金ヶ作３０６番地

金ヶ作保育園
ＴＥＬ047-385-8863

FAX 047-385-8795

じょうぶな子、げんきな子

8月の行事予定

今月の保育目標

●６月７月と２回に分けて３・４・５才児の保育参観
を行いました。子ども達の様子はいかがでした
か？
お忙しい中、足を運んでいただきましてありがとう
ございました。

●暑い日が続いています。体調の変化や食欲不
振など、いつもと違う様子が見られる時にはお知
らせください。

●コロナウィルス感染症の感染者数が増えてきて
います。引き続き体調管理、感染予防をしっかりと
していきましょう。
保育園をお休みした日も健康チェツク表の記入を
忘れずにお願いします。

ご家族の方を含め発熱などの症状が見られた場
合には受診をし、保育園にご連絡ください。

夏本番！毎日暑い日が続いていますね。
しっかりと水分補給をしながら子どもたちは
元気に過ごしています。
保育園では、水遊び、七夕まつり、夏祭りと
この季節ならではの遊びを満喫しています。
お家でも、保護者の方のお休みに合わせ
て、お出かけしたり、一緒に過ごしたり・・・
素敵な思いで作りが出来るといいですね。

８月はお盆期間も含みますので、
産休・育児休暇の方や、お仕事が
お休みの方は、家庭保育のご協力
をお願いいたします。



 

　

さくら組（３才児）

ちゅうりっぷ組（２才児）

たんぽぽ組（０才児）

も も組（１才児） ひまわり組（４才児）

ゆ り組（５才児）

まだまだ厳しい暑さが続いていますが、さくら組の
お友達は毎日元気一杯です。七月から始まった水
遊びですが、子ども達もとても楽しみにしていて「今
日お水やるの？」と聞いてくれる子が沢山。七月は
天気の悪い日が多く、なかなか楽しむ事が出来ま
せんでしたが、八月は沢山出来ると良いなと思いま
す。製作でもハサミや糊、折り紙等、色々な物を取
り入れていて、どれも楽しみながら頑張ってくれて
いるさくらさん。八月も暑い日が続くと思いますが体
調管理に気を付けながら元気に過ごしていきたいと
思います。

7月は大雨が降ったり、猛暑日だったりと不安定な気
候でしたね。そんな中でも天気の良い日は水遊びを
したり、雨の日はマットやフラフープなどを出してアス
レチックをしたりと楽しみました。水遊びでは、バケツ
の水を自分でかぶってしまうくらい大胆な子や黙々と
玩具を使って遊んでいる子、眉間にシワを寄せてい
る子など様々な反応を見せてくれました。夏祭りでは、
太鼓鑑賞や盆踊り、魚釣りをしました。お魚を釣ろう
と真剣な表情の子ども達。太鼓鑑賞ではのドンドンと
いう音に見入っている様子でした。８月は夏本番！
熱中症や感染症に気を付けながら元気に過ごして
行きたいと思います。

毎日暑い日が続いていますが、暑い日は室内でゆっ
たり過ごしたり、水遊びを楽しんでいます。水を嫌
がったり怖がったりする子は誰もおらず、最初から全
員が水の気持ち良さを感じながら目一杯楽しむ事が
出来ました。他にも、夏祭りごっこも楽しみました。興
味津々に見ていた太鼓演奏、練習の時からノリノリ
だった盆踊りも可愛く踊っていたもも組さん。風鈴釣
りやお面をつけてアンパンマン号に乗り、的当て
（ボール投げ）ゲームも喜んでやっていました。この
暑さで疲れも出てきており、体調を崩す子も増えてき
ました。引き続き体調を見ながら８月も水遊びを楽し
んでいけたらと思います。

毎日暑い日が続いていますが、「明日は何や
る？」「プールはいつ？」と、わくわくがとまらない
ひまわりさんです。７月は楽しみにしていた夏祭
りがありました。魚釣りは真剣に、盆踊りは元気
いっぱい、すいかわりは大盛り上がり、給食は園
長先生の焼きそばやさんに、チケットを持って買
いに行ったりと、楽しい一日でした。室内遊びで
はスライム作りや、おうち作り、朝顔の色水遊び
等で、いろいろな発見をしたり、製作を楽しんでい
ます。８月も体調管理をしっかり行いながらプー
ル遊びや、いろいろな夏の遊びを楽しんでいこう
と思います。

毎日暑い日が続いていますが、子ども達は暑さに
も負けず元気いっぱいに過ごしています。先日の
夏祭りはみんなで楽しむことが出来ました。盆踊り
も練習の時から張り切っていて、「シャー！」の掛け
声も上手に出来ていました。水遊びでは、天候に
恵まれなかったり、2階クラスと順番に入っているこ
ともあり、中々入れていませんが、入った時には大
喜びで楽しんでいます！シャワーが大好きで、「雨
だぁ！」とキャーキャー言いながら楽しむ姿が多く
見られます。子ども達も楽しみにしているので、８
月はたくさん水遊びを楽しみたいと思っています。

いつの間にかセミの声が聞こえ始め、季節はすっ
かり夏ですね。そんなセミの声に負けないくらい、
元気いっぱいの子ども達。7月から始まった水あ
そびは、みんなで楽しく遊べるように始める前に
必ず約束事の確認をしています。洋服をびしょ濡
れにしながら楽しんで遊んでいる子ども達です。ま
た、夏まつりではゆり組さんだけ特別にハッピに
ハチマキを付けて参加しました！明尽苑の太鼓、
盆踊り、すいか割り、魚釣り楽しいこと盛りだくさん
で大盛り上がりの子ども達でした！８月は梨狩り
に夜のお楽しみ会、保育園生活最後の行事、み
んなで楽しみたいと思います！

8月



 

　

じょうぶな子、げんきな子

じょうぶな子、げんきな子

給食室より

ほけん便りほけん便りほけんだより

熱中症
夏の暑さや湿度の高さなどによって体温を調節する機能が働かなくな

り、脱水症状や高体温、めまい、立ちくらみ、吐き気、体がだるい、けい

れんなどの症状を起こすことです。

子どもは体温調節機能がまだ十分に発達していないため、熱中症のリ

スクが高く、特に注意が必要です。

予防のポイント 熱中症になったら

●散歩はできるだけ短時間 帽子をかぶり ベ

ビーカーも照り返しがあるので注意が必要です。

●炎天下での遊びは 長時間にならないよう

に注意し 海やプールは 30分毎に日陰で休

息をとりましょう。

●肩まで隠れる 吸湿性・吸水性に優れた衣

服を選びましょう。
●水・麦茶・経口補水液などの飲み物で こま
めに水分補給をしましょう。

●風通しのよい日陰や冷房の効いた涼しい室内

に移動して、衣服を緩める。

●濡らしたタオル・保冷剤にて、首・脇の下・足の

付け根などを冷やす。

●うちわなどであおいで風を送る。

●水分・塩分を補給する。

●必要に応じて医療機関を受診する。

●呼びかけに対する返事がおかしい・けいれん

等みられる場合は、救急車を呼びましょう。

しらすチーズトースト

材料

食パン・・・1枚

しらす・・・20ｇ
コーン缶・・・10ｇ
ピザ用チーズ・・・15ｇ

青のり・・・少々
マヨネーズ・・・少々

作り方

①食パンにしらす、コーン、青のりを広げて
乗せ、

上からチーズを散らす。
②マヨネーズを少量絞りかけ、オーブンで
3～４分チーズが溶けるまで焼く



８月 　給食献立予定表
　　　　　　(令和4年7月29日)

E：エネルギーP：蛋白質F：脂質 　　　　　　金ケ作保育園

日 栄養価 日 栄養価

曜 未満児　以上児 曜 未満児　以上児

1 ごはん 豚肉、玉葱、もやし、人参 Ｅ　２５９/３２４ 牛乳 17 ツナごはん ツナ、豚肉、ほうれん草 Ｅ　２５７/３２２ 牛乳

豚肉のみそ炒め 生揚げ、じゃがいも、大根 Ｐ　１１.８/１４.８ ビスケット 豚肉とほうれん草の トマト、生姜、ごま油 Ｐ　８.７/１１.０ クラッカー

月 あっさり煮 ごぼう、ねぎ、蒟蒻 Ｆ　３.７/４.６ せんべい 水 　　　　　和風サラダ 南瓜、玉葱 Ｆ　５.１/６.３ せんべい

みそ汁 わかめ、ねぎ 食塩　　１．６ みそ汁　　 食塩　　１．４ 小魚(3～5歳）

2 発芽玄米ごはん のりたま、ｶﾗｽｶﾚｲ、生姜 Ｅ　２０５/２５７ 牛乳 18 わかめごはん わかめ、なす、豚肉、玉葱 Ｅ　２８５/３５６ 牛乳

煮魚 ほうれん草、人参、もやし Ｐ　１０.１/１２.７ なすの酢豚 人参、ｹﾁｬｯﾌﾟ Ｐ　７.８/９.８

火 三色ごま和え ごま Ｆ　１.７/２.１ 豆腐ドーナツ 木 ﾄﾏﾄと胡瓜のﾅﾑﾙ ﾄﾏﾄ、胡瓜、鶏ｶﾞﾗｽｰﾌﾟの素 Ｆ　６.６/８.３ 梨ケーキ

みそ汁　 なす、油揚げ 食塩　　１．５ みそ汁　　ヤクルト 大根、えのき 食塩　　２．１

3 スタミナ丼 豚肉、ニラ、人参、しめじ Ｅ　２８６/３５８ 牛乳 19 煮込みうどん うどん、ねぎ、しめじ、舞茸 Ｅ　２７８/３４６ 牛乳（2～5歳）

トマトサラダ 玉葱、生姜、にんにく Ｐ　１１.７/１４.６ クッキー 南瓜のそぼろあんかけ 油揚げ、ほうれん草 Ｐ　１１.４/１４.２ かぼちゃﾊﾞﾊﾞﾛｱ

水 春雨スープ ごま油、ほうれん草 Ｆ　５.７/７.１ せんべい 金 　　　　　　　すいか 南瓜、鶏肉 Ｆ　６.８/８.１ 麦茶（0.1歳）

　　　　　オレンジ えのき、卵、春雨 食塩　　１．２ 小魚（3～5歳） 食塩　　２．０ ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい

4 ごはん 鶏肉、筍、蓮根、蒟蒻 Ｅ　２３６/２９６ 牛乳 20 和風スパゲティ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ、ﾍﾞｰｺﾝ、玉葱 Ｅ　２１１/２６４ 牛乳

筑前煮 人参、大根、干しｼｲﾀｹ Ｐ　８.１/１０.２ サブレ すまし汁 しめじ、舞茸、ほうれん草 Ｐ　８.１/１０.１ サブレ

木 小松菜とﾊﾑのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え 小松菜、ﾊﾑ、卵、ごま油 Ｆ　５.５/６.８ せんべい 土 めんつゆ Ｆ　６.７/８.５ せんべい

みそ汁　 わかめ、豆腐 食塩　　１．４ 小魚（3～5歳） 万ねぎ、豆腐 食塩　　１．５

5 サラダうどん 稲庭うどん、ツナ、胡瓜 Ｅ　２０７/２５９ 牛乳（2～5歳） 21
南瓜の信田煮 トマト、ﾏﾖﾈｰｽﾞ、めんつゆ Ｐ　５.４/６.８ フルーツポンチ

金 　　　　　　バナナ 油揚げ、南瓜、いんげん Ｆ　４.２/５.３ 麦茶（０．１歳） 日
人参、干しｼｲﾀｹ 食塩　　１．９ ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい

6 冷麦 冷麦、胡瓜、みかん缶 Ｅ　３０４/３８０ 牛乳 22 ごはん 豆腐、鶏肉、生姜、ねぎ Ｅ　２７６/３４６ 牛乳

じゃがいもと じゃが芋、ベーコン Ｐ　１２.７/１５.９ クッキー 豆腐入り鶏みそつみれ 卵、ﾊﾟﾝ粉、ｽｷﾑﾐﾙｸ、みそ Ｐ　１１.０/１３.８ クラッカー

土 ﾍﾞｰｺﾝのﾊﾞﾀｰ炒め バター Ｆ　６.５/８.２ せんべい 月 胡瓜の華風和え わかめ、もやし、ｺｰﾝ、ごま Ｆ　７.１/８.８ せんべい

食塩　　３．０ みそ汁　　 胡瓜、ごま油、ｷｬﾍﾞﾂ、油揚げ 食塩　　２．１ 小魚(3～5歳）

7 23 発芽玄米ごはん のりおかか、ｶﾗｽｶﾚｲ、りんご Ｅ　２８６/３５８ 牛乳

魚のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ焼き 片栗粉、じゃがいも、人参 Ｐ　１１.０/１３.７ ビスケット

日 火 ジャーマンポテト 玉葱、ｺｰﾝ、ﾊﾞﾀｰ、ﾍﾞｰｺﾝ Ｆ　５.３/６.６ せんべい

みそ汁　　 にんにく、大根、油揚げ 食塩　　１．５ 小魚(3～5歳）

8 ゆかりごはん ゆかり、鶏肉、生姜 Ｅ　２８０/３４９ 牛乳 24 ひじきごはん ひじき、人参、油揚げ Ｅ　２３６/２９５ 牛乳

鶏のさっぱり煮 小松菜、人参、じゃこ Ｐ　１１.５/１４.５ クラッカー 胡瓜とささみの 鶏ささみ、胡瓜、もやし Ｐ　７.８/９.９ さつまいもと

月 小松菜のじゃこ和え ごま油 Ｆ　６.５/８.４ せんべい 水 　　　ごまみそ和え ごま、みそ Ｆ　２.４/３.０ 　ﾁｰｽﾞの蒸しﾊﾟﾝ

みそ汁　オレンジ わかめ、ねぎ 食塩　　１．８ 小魚（3～5歳） すまし汁　　バナナ わかめ、えのき 食塩　　１．６

9 雑穀米ごはん おかか、鮭、バター Ｅ　２４３/３０５ 麦茶 25 ごはん 鶏肉、にんにく、生姜、ｿｰｽ Ｅ　２９３/３６７ 牛乳

鮭のﾊﾞﾀｰ醤油焼き りんご、キャベツ、胡瓜 Ｐ　１１.８/１４.９ ヨーグルト タンドリーチキン ｹﾁｬｯﾌﾟ、ｶﾚｰ粉、ﾖｰｸﾞﾙﾄ Ｐ　１０.５/１３.２

火 りんごサラダ 人参 Ｆ　５.３/６.６ せんべい 木 ｷｬﾍﾞﾂの甘酢あえ ｷｬﾍﾞﾂ、人参、胡瓜、ﾂﾅ Ｆ　９.９/１２.４ ぶどうパン

みそ汁 なす、油揚げ 食塩　　１．２ みそ汁　　 ねぎ、豆腐 食塩　　１．０

10 カレーライス 豚肉、人参、玉葱、なす Ｅ　３１４/３９４ 牛乳 26 ロールサンド ﾛｰﾙﾊﾟﾝ、ｳｲﾝﾅｰ、ｿｰｽ Ｅ　２７３/３４１ 牛乳

コーンサラダ 南瓜、カレールウ Ｐ　１０.３/１２.８ クッキー （ｳｲﾝﾅｰ、ｼﾞｬﾑ） ｹﾁｬｯﾌﾟ、苺ｼﾞｬﾑ、ﾍﾞｰｺﾝ Ｐ　８.６/１０.８

水 すまし汁 ｷｬﾍﾞﾂ、胡瓜、ｺｰﾝ Ｆ　９.２/１１.５ せんべい 金 ポトフ じゃがいも、人参、玉葱 Ｆ　９.６/１１.９ ニラせんべい

小松菜、豆腐 食塩　　１．３ 小魚（3～5歳） 　　　　　オレンジ ｷｬﾍﾞﾂ、ｺﾝｿﾒ 食塩　　２．３

11 27 冷やしうどん 稲庭風うどん、トマト、胡瓜 Ｅ　２０８/２６０ 牛乳

じゃがいもの めんつゆ Ｐ　９.６/１２.１ クラッカー

木 土 　　　　　　そぼろ煮 じゃがいも、鶏肉 Ｆ　３.３/４.１ せんべい

食塩　　１．７

12 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨﾐｰﾄｿｰｽ 豚肉、人参、玉葱、ﾋﾟｰﾏﾝ Ｅ　２４５/３０７ 牛乳 28
フレンチサラダ にんにく、生姜、ｹﾁｬｯﾌﾟ Ｐ　８.４/１０.５ サブレ

金 たまごスープ ソース、キャベツ、胡瓜 Ｆ　４.６/５.６ せんべい 日
　　　　　　バナナ 卵、ねぎ、コンソメ 食塩　　１．５ 小魚（3～5歳） 　

13 そうめん そうめん、胡瓜、みかん缶 Ｅ　２１１/２６４ 牛乳 29 ごはん 豆腐、豚肉、玉葱、しめじ Ｅ　３７０/４６３ 麦茶

さつまいもの甘煮 めんつゆ Ｐ　７.２/８.９ ビスケット 豆腐ハンバーグ 舞茸、卵、ﾊﾟﾝ粉、ｹﾁｬｯﾌﾟ Ｐ　１２.９/１６.２ ヨーグルト

土 さつまいも Ｆ　０.７/０.９ せんべい 月 ポテトサラダ ｿｰｽ、じゃが芋、人参、ﾊﾑ Ｆ　１０.８/１３.７ せんべい

食塩　　１．５ みそ汁 ﾏﾖﾈｰｽﾞ、わかめ、ねぎ 食塩　　２．０

14 30 雑穀米ごはん のりたま、鮭、ﾏﾖﾈｰｽﾞ Ｅ　２５８/３２３ 牛乳

鮭のみそﾏﾖﾈｰｽﾞ焼き みそ、もやし、人参、胡瓜 Ｐ　１２.４/１５.７

日 火 もやしサラダ ごま油、なす、油揚げ Ｆ　６.７/８.３ おふの黒糖ｽﾅｯｸ

みそ汁　オレンジ 食塩　　１．５

15 ふりかけごはん のりたま、玉葱、ﾚﾓﾝ、ﾊﾟｾﾘＥ　２７７/３４６ 牛乳 31 チャーハン 焼豚、万ねぎ、ナルト、卵 Ｅ　２５２/３１６ 牛乳

鶏の香り焼き ひじき、ｷｬﾍﾞﾂ、人参、胡瓜 Ｐ　１０.５/１３.１ クッキー ﾁｰｽﾞ入りﾄﾏﾄｻﾗﾀﾞ ﾁｰｽﾞ、ｷｬﾍﾞﾂ、胡瓜、ﾄﾏﾄ Ｐ　８.６/１０.８

月 ひじきサラダ わかめ、ねぎ Ｆ　９.１/１１.４ せんべい 水 オニオンスープ 玉葱、わかめ、ｺﾝｿﾒ Ｆ　６.０/７.６ ｺｺｱﾊﾞﾅﾅﾏﾌｨﾝ

みそ汁 食塩　　１．６ 小魚（3～5歳）  食塩　　１．４

16 鮭寿司 紅鮭、胡瓜、ごま、卵 Ｅ　２８９/３６１ 牛乳

スパゲティサラダ のり、サラスパ、りんご Ｐ　８.５/１０.８ ビスケット

火 みそ汁 ﾊﾑ、ﾏﾖﾈｰｽﾞ、みかん缶 Ｆ　８.６/１１..０ せんべい ※ は新メニューです。

　　　　　オレンジ なす、油揚げ 食塩　　０．９ 小魚（3～5歳）

※果物は仕入れの状況により、提供日が前後する可能性があります。
※おやつのお菓子は塩分や硬さ等年齢に対応したものを提供しています。
※栄養価表示について、未満児→0～2歳児、以上児→3～5歳児を表しています。また食塩の数値は以上児のものです。

※午後のおやつが市販品の日は、3歳児以上に小魚が提供されます。

　
【鮮度がポイント。栄養豊富なとうもろこし🌽】
とうもろこしはタンパク質、脂質、糖質をバランスよく含み、さらにビタミンB₁、E、食物繊維が豊富です。収穫されたとうもろこしはすぐに鮮度が落ちてしまうので、

購入したら早めに食べるのがおすすめです。ゆでる、焼く、蒸す、炒めるなど、一番おいしいこの時期にいろいろな調理法で楽しみましょう。

おやつ献　　立 材　　料 おやつ 献　　立 材　　料

山　　の　　日



　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　８月　離乳食 献立表
　　　　　                  　(令和4年7月29日)
　　　　　                金ヶ作保育園

日 中期 日 中期
後期 後期

曜 午後おやつ 午後おやつ 曜 午後おやつ 午後おやつ

1 お粥 お粥（軟飯） 鶏肉、玉葱、もやし ごはん 17 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、ほうれん草 ツナごはん
人参煮 鶏肉と野菜の煮物 人参、大根、ねぎ 豚肉のみそ炒め 人参煮 鶏肉と野菜の煮物 トマト、醤油、砂糖 豚肉とほうれん草の和風ｻﾗﾀﾞ

月 じゃがいも煮 みそ汁（わかめ、ねぎ） 醤油、砂糖、煮干、鰹節 あっさり煮　みそ汁 水 じゃがいも煮 みそ汁（南瓜、玉葱） 煮干、鰹節、味噌 みそ汁

野菜スープ ヨーグルト　ﾋﾞｽｹｯﾄ みそ、わかめ、ねぎ 牛乳　ﾋﾞｽｹｯﾄ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　ｸｯｷｰ 南瓜、玉葱 牛乳　ｸﾗｯｶｰ、せんべい

2 お粥 お粥（軟飯） ｶﾗｽｶﾚｲ、もやし、人参 発芽玄米ごはん 18 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、玉葱、人参 わかめごはん
ほうれん草煮 白身魚と野菜の煮物 ほうれん草、醤油、砂糖煮魚 ほうれん草煮 鶏肉と野菜の煮物 なす、ﾄﾏﾄ、醤油、砂糖 なすの酢豚　オレンジ

火 南瓜煮 みそ汁（なす） 煮干、鰹節、味噌 三色ごま和え　みそ汁 木 南瓜煮 みそ汁（大根、えのき） 煮干、鰹節、味噌 ﾄﾏﾄと胡瓜のﾅﾑﾙ　みそ汁

野菜スープ ヨーグルト　せんべい なす 牛乳　豆腐ドーナツ 野菜スープ ヨーグルト　梨蒸しﾊﾟﾝ 大根、えのき 牛乳　梨ケーキ

3 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、ｷｬﾍﾞﾂ、人参 スタミナ丼 19 お粥 煮込みうどん うどん、ねぎ、舞茸 煮込みうどん
玉葱煮 鶏肉と野菜の煮物 玉葱、ﾄﾏﾄ、しめじ トマトサラダ 玉葱煮 南瓜の甘煮 しめじ、ほうれん草 南瓜のそぼろあんかけ

水 さつま芋煮 春雨スープ 醤油、砂糖 春雨スープ　オレンジ 金 さつま芋煮 煮干、鰹節、醤油 スイカ

野菜スープ ヨーグルト　ｸｯｷｰ 煮干、鰹節、春雨 牛乳　ｸｯｷｰ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　せんべい 南瓜、砂糖 麦茶　ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい

4 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、人参、大根 ごはん 20 和風スパゲティ
人参煮 鶏肉と野菜の煮物 筍、小松菜、醤油 筑前煮 すまし汁

木 じゃがいも煮 みそ汁（わかめ、豆腐） 砂糖、煮干、鰹節、味噌小松菜とﾊﾑのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え　みそ汁 土
野菜スープ ヨーグルト　せんべい わかめ、豆腐 牛乳　ｻﾌﾞﾚ、せんべい 牛乳　ｻﾌﾞﾚ、せんべい

5 お粥 煮込みうどん うどん、トマト、人参 サラダうどん 21
ほうれん草煮 南瓜の甘煮 煮干、鰹節、醤油 南瓜の信田煮

金 南瓜煮 南瓜、砂糖 バナナ 日
野菜スープ ヨーグルト　ﾋﾞｽｹｯﾄ 麦茶　ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい

6 冷麦 22 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、豆腐、ねぎ ごはん
じゃがいもとﾍﾞｰｺﾝのﾊﾞﾀｰ炒め 人参煮 鶏肉と野菜の煮物 もやし、人参、醤油 豆腐入り鶏味噌つみれ

土 月 じゃがいも煮 みそ汁（ｷｬﾍﾞﾂ） 砂糖、煮干、鰹節 胡瓜の華風和え　みそ汁

牛乳　ｸｯｷｰ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　ｸｯｷｰ 味噌、ｷｬﾍﾞﾂ 牛乳　ｸﾗｯｶｰ、せんべい

7 23 お粥 お粥（軟飯） ｶﾗｽｶﾚｲ、じゃがいも 発芽玄米ごはん
ほうれん草煮 白身魚と野菜の煮物 人参、玉葱、醤油 魚のﾊﾞｰﾍﾞｷｭｰ焼き

日 火 南瓜煮 みそ汁（大根） 砂糖、煮干、鰹節、味噌ジャーマンポテト　みそ汁
野菜スープ ヨーグルト　せんべい 大根 牛乳　ﾋﾞｽｹｯﾄ、せんべい

8 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、小松菜 ゆかりごはん 24 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、人参、 ひじきごはん
人参煮 鶏肉と野菜の煮物 人参、醤油、砂糖 鶏のさっぱり煮 玉葱煮 鶏肉と野菜の煮物 もやし、醤油、砂糖 ささみと胡瓜のごまみそ和え

月 じゃがいも煮 みそ汁（わかめ、ねぎ） 煮干、鰹節、味噌 小松菜のじゃこ和え　みそ汁　ｵﾚﾝｼﾞ 水 さつま芋煮 すまし汁（わかめ、えのき） 煮干、鰹節、わかめ すまし汁　バナナ

野菜スープ ヨーグルト　ﾋﾞｽｹｯﾄ わかめ、ねぎ 牛乳　ﾋﾞｽｹｯﾄ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　さつまいも蒸しﾊﾟﾝ えのき 牛乳　さつまいもとﾁｰｽﾞの蒸しﾊﾟﾝ

9 お粥 お粥（軟飯） 鮭、ｷｬﾍﾞﾂ、人参 雑穀米ごはん 25 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、ｷｬﾍﾞﾂ ごはん

ほうれん草煮 白身魚と野菜の煮物 醤油、砂糖 鮭のﾊﾞﾀｰ醤油焼き 人参煮 鶏肉と野菜の煮物 人参、醤油、砂糖 タンドリーチキン

火 南瓜煮 みそ汁（なす） 煮干、鰹節、味噌 りんごサラダ　みそ汁 木 じゃがいも煮 みそ汁（豆腐、ねぎ） 煮干。鰹節、味噌 ｷｬﾍﾞﾂの甘酢和え　みそ汁

野菜スープ ヨーグルト　せんべい なす 麦茶　ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　食パン 豆腐、ねぎ 牛乳　ぶどうパン

10 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、ｷｬﾍﾞﾂ、人参 カレーライス 26 お粥 パン粥（食パン） 食パン、粉ミルク ロールサンド
玉葱煮 鶏肉と野菜の煮物 南瓜、玉葱、なす コーンサラダ ほうれん草煮 ポトフ 鶏ひき肉、じゃがいも （ｳｲﾝﾅｰ、ｼﾞｬﾑ）

水 さつま芋煮 すまし汁（小松菜、豆腐） 醤油、砂糖、豆腐 すまし汁 金 南瓜煮 人参、キャベツ、玉葱 ポトフ　オレンジ
野菜スープ ヨーグルト　ｸｯｷｰ 煮干、鰹節、小松菜 牛乳　ｸｯｷｰ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　せんべい コンソメ 牛乳　ニラせんべい

11 27 冷やしうどん
じゃがいものそぼろ煮

木 土
牛乳　ｸﾗｯｶｰ、せんべい

12 お粥 煮込みうどん うどん、玉葱、人参 ミートソーススパゲティ 28
人参煮 煮魚 ｷｬﾍﾞﾂ、醤油 フレンチサラダ

金 じゃがいも煮 煮干、鰹節 たまごスープ　バナナ 日
野菜スープ ヨーグルト　ﾋﾞｽｹｯﾄ ｶﾗｽｶﾚｲ、砂糖 牛乳　ｻﾌﾞﾚ、せんべい

13 そうめん 29 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、玉葱、人参 ごはん
さつまいもの甘煮 人参煮 鶏肉と野菜の煮物 しめじ、舞茸、豆腐、醤油 豆腐ハンバーグ

土 月 じゃがいも煮 みそ汁（わかめ、ねぎ） 砂糖、煮干、鰹節、味噌 ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ　みそ汁　ｵﾚﾝｼﾞ

牛乳　ﾋﾞｽｹｯﾄ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　ｸｯｷｰ わかめ、ねぎ 麦茶　ﾖｰｸﾞﾙﾄ、せんべい

14 30 お粥 お粥（軟飯） 鮭、もやし、人参 雑穀米ごはん
ほうれん草煮 白身魚と野菜の煮物 醤油、砂糖 鮭のみそﾏﾖﾈｰｽﾞ焼き

日 火 南瓜煮 みそ汁（なす） 煮干、鰹節、味噌 もやしサラダ　みそ汁

野菜スープ ヨーグルト　せんべい なす 牛乳　おふの黒糖ｽﾅｯｸ

15 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、ｷｬﾍﾞﾂ ふりかけごはん 31 お粥 お粥（軟飯） 鶏ひき肉、キャベツ チャーハン
ほうれん草煮 鶏肉と野菜の煮物 人参、醤油、砂糖 鶏の香り焼き 玉葱煮 鶏肉と野菜の煮物 トマト、醤油、砂糖 チーズ入りトマトサラダ

月 南瓜煮 みそ汁（わかめ、ねぎ） 玉葱、煮干、鰹節 ひじきサラダ　みそ汁 水 さつま芋煮 オニオンスープ 玉葱、わかめ、ｺﾝｿﾒ オニオンスープ　バナナ

野菜スープ ヨーグルト　ｸｯｷｰ わかめ、ねぎ 牛乳　ｸｯｷｰ、せんべい 野菜スープ ヨーグルト　ﾊﾞﾅﾅ蒸しﾊﾟﾝ 牛乳　ｺｺｱﾊﾞﾅﾅﾏﾌｨﾝ

16 お粥 お粥（軟飯） 鮭、じゃがいも 鮭寿司
玉葱煮 白身魚と野菜の煮物 醤油、砂糖 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｻﾗﾀﾞ ※ は新メニューです。

火 さつま芋煮 みそ汁（なす） 煮干、鰹節、みそ みそ汁

野菜スープ ヨーグルト　せんべい なす 牛乳　ﾋﾞｽｹｯﾄ、せんべい
※果物は仕入れの状況により、ない日もありますが栄養量の不足はありません。

※おやつのお菓子は塩分や硬さ等年齢に対応したものを提供しています。
※コンソメはアレルギー材料不使用無添加コンソメを使用しています。
※離乳食初期は月齢に合わせた内容で提供しています。

山　　　　の　　　　日

完了期
初期 離乳食・材料

完了期
初期 離乳食・材料




