
離乳食献立 2021年04月

日付 完了期 後期 中期

1(木)

わかめごはん  鶏肉と豆腐のつくね
小松菜のごま和え  すまし汁  バナナ
(マカロニきなこ)

わかめ粥  豆腐の鶏ひき肉あんかけ
小松菜和え  すまし汁  バナナ
(マカロニきなこ)

 わかめ粥  豆腐の鶏ひき肉あんかけ
小松菜和え  野菜スープ  バナナ

2(金)

ごはん  鶏肉の照り焼き
切干わかめツナサラダ  豆腐みそ汁
(コーンチーズトースト)

 お粥  豆腐の煮物  切干しわかめサラダ
大根のみそ汁
(パン粥)

 お粥  豆腐の煮物  小松菜  大根のみそ汁

5(月)

カレーライス（鶏）  じゃこサラダ
ほうれん草とわかめのスープ  バナナ
(レーズンスコーン)

お粥  鶏肉と野菜のみそ煮  じゃこサラダ  ほう
れん草とわかめのスープ  バナナ
(ホットケーキ)

 お粥  鶏肉のと野菜のみそ煮  じゃこサラダ
ほうれん草とわかめのスープ  バナナ

6(火)

ぶどうぱん  ポークビーンズ  花菜のカレーマリネ
人参甘煮  いちごヨーグルト
(ピラフおにぎり)

パン粥  肉じゃが  ブロッコリーおかか煮
にんじんスティック
(にんじん粥)

パン粥  肉じゃが  ブロッコリーおかか煮
にんじんスティック

7(水)

ごはん  かれいの甘酢あんかけ
小松菜納豆和え  切干大根のみそ汁
オレンジ
(メープルトースト )

お粥  かれいの野菜あんかけ
小松菜納豆和え  みそ汁  オレンジ
(パン粥)

お粥  かれいの野菜あんかけ  小松菜納豆和え
みそ汁  国産オレンジ

8(木)

麦ごはん  豆腐のハンバーグ  人参の土佐煮
マカロニサラダ   すまし汁（えのき・わかめ）
(じゃが芋のチーズ焼き)

お粥  豆腐の煮物  人参の土佐煮
マカロニサラダ  すまし汁（わかめ）
(こふき芋)

お粥  豆腐の煮物  人参の土佐煮    すまし汁
（わかめ）

9(金)

ごはん  鮭の味噌マヨ焼き  大根のそぼろ煮
きゅうりとわかめの酢の物  きゃべつのみそ汁
(ココアクッキー )

お粥  鮭の味噌煮  大根のそぼろ煮
きゃべつのみそ汁
(おかか粥)

 お粥  鮭の味噌煮  大根のそぼろ煮
きゃべつのみそ汁

12(月)

たけのこごはん  鶏の香味焼き
フレンチサラダ  トマト  じゃが芋のみそ汁
( きな粉棒)

 お粥  鶏肉ハンバーグ  フレンチサラダ  じゃ
が芋のみそ汁
(きな粉粥)

お粥  鶏肉ハンバーグ  フレンチサラダ
じゃが芋のみそ汁

13(火)

 食パン  マカロニグラタン
トマトとブロッコリー  コーンスープ
オレンジ
( マシュマロフレーク)

パン粥  マカロニと野菜の煮物
トマトとブロッコリー  コーンスープ
オレンジ
(わかめ粥)

パン粥  野菜の煮物    わかめスープ
オレンジ

14(水)

 麻婆どうふ丼  中華サラダ  春雨と白菜のスープ
カップヨーグルト
(ツナサンド)

 お粥  豚肉と豆腐煮  温野菜
春雨と白菜のスープ
(パンケーキ)

 お粥  豆腐煮  温野菜  春雨と白菜のスープ

15(木)

ジャージャー麺  かぼちゃのごま和え
二色ナムル  もやしときのこのスープ
(米粉のココアケーキ)

にゅう麺  かぼちゃのごま和え  二色ナムル
(ゆかり粥)

にゅう麺  かぼちゃとにんじん  二色ナムル

16(金)

麦ごはん  たらの香味焼き  切干大根とひじき煮
きゅうりの変わり漬け  豆腐みそ汁 　バナナ
( いももち（みたらし）

 お粥    たらのみそ煮  切干大根とひじき煮  豆
腐みそ汁（わかめ）  バナナ
(じゃがいもおやき)

お粥    たらのみそ煮  ひじき煮  豆腐みそ汁
（わかめ）  バナナ

19(月)

ごはん  かじきとごぼうの煮つけ
かぼちゃの桜えび炒め  にら納豆和え
大根のみそ汁
( オレンジジュース  カルシウムラスク)

お粥  かじき煮つけ  かぼちゃのマッシュ
白菜納豆和え  大根のみそ汁
(シュガーラスク)

お粥  かじき煮つけ  かぼちゃのマッシュ
白菜納豆和え  大根のみそ汁

20(火)

 食パン  タンドリーチキン  大根サラダ
ミネストローネ  りんごゼリー
(菜飯おにぎり)

パン粥  鶏肉とたまねぎ煮  大根サラダ
ミネストローネ
(菜飯お粥)

 パン粥  鶏肉とたまねぎ煮  大根サラダ
野菜スープ

21(水)

ごはん  新じゃがのそぼろ煮  いんげん炒め
かきたま汁（小松菜）  バナナ
パンケーキ

お粥  新じゃがのそぼろ煮  いんげん炒め
きのこ汁（小松菜）  バナナ
(パンケーキ)

 お粥  新じゃがのそぼろ煮  いんげん炒め
きのこ汁（小松菜）  バナナ

22(木)

麦ごはん  カレイの煮付け  小松菜の磯和え
白菜と豆腐のみそ汁
(ペンネナポリタン)

 お粥  カレイの煮付け  小松菜の磯和え
白菜と豆腐のみそ汁
( マカロニ煮  )

お粥  カレイの煮付け  小松菜おかか和え
白菜と豆腐のみそ汁

23(金)

ハヤシライス  ブロッコリーと豆腐のサラダ  きゃ
べつのスープ  オレンジ
(茹でさつま芋)

お粥  豆腐トマトあんかけ
きゃべつのスープ  オレンジ
（茹でさつま芋）

 お粥  豆腐あんかけ
きゃべつのスープ  オレンジ

26(月)

夕焼けごはん  豆腐入り千草焼き  ごぼうサラダ
トマト  かぼちゃのみそ汁
(ホットケーキ)

 お粥  豆腐の野菜あんかけ  三色サラダ
トマト  かぼちゃのみそ汁
（ホットケーキ ）

 おかゆ  豆腐の野菜あんかけ  三色サラダ    か
ぼちゃのみそ汁

27(火)

ロールパン  クリームシチュー
キャベツのもりもりサラダ
(おはぎ)

 パン粥  鶏とじゃがいものミルク煮
キャベツサラダ  玉ねぎのスープ
（きな粉粥 ）

パン粥  鶏とじゃがいものミルク煮
キャベツサラダ  玉ねぎのスープ

28(水)

けんちんにゅうめん  かれいのソテー
ブロッコリー  河内ばんかん
( プチマドレーヌ)

 けんちんにゅうめん  かれいの煮付け
ブロッコリー  河内ばんかん
（パン粥）

けんちんにゅうめん  かれいの煮付け
ブロッコリー  河内ばんかん

30(金)

 手作りふりかけごはん  ささみ焼き
ツナサラダ  豚汁（じゃが芋）
(フルーツヨーグルト)

わかめ粥  煮奴  野菜サラダ
じゃが芋のみそ汁
（バナナ）

お粥  煮奴  野菜サラダ  じゃが芋のみそ汁

　ご入園おめでとうございます。新しいお友達、新しいお部屋での生活は緊張することもあるかもしれません。
週末はゆっくりお家で過ごす時間もつくり、規則正しい生活をくずさないことが望ましいと思われます。

【新松戸ゆいのひ保育園の食事】お米は地元米を使用し、食材は国産物を活用します。旬の野菜や多様な食品を
幅広く取り入れ、“米”を中心とし野菜・海藻類・きのこやみそ・納豆などの発酵食品も日々提供してゆきます。
3時のおやつは、1日3回のお食事だけでは成長のために多くの栄養を必要とした子どもの必要量が満たせな分を
補う意味でご用意していきます。保育園のおやつは小さいごはん（軽食）と考え、１日の給与目標の10～20％を
摂ることができるようにしております。

　☆完了食より午前のおやつ・3時のおやつに牛乳がつきます。    ☆（　）は3時のおやつです。


