
2021年08月の献立 献　　　立　　　表 子どものその苗間保育園(離乳食9～11)

豚汁
たまねぎ　だいこん　にんじん
じゃがいも　こんぶ　豚ひき肉
豆腐

かぼちゃポター
ジュスープ

たまねぎ　にんじん　こんぶ　か
ぼちゃ　育児用ミルク　食塩

おじや
七分つき米　たまねぎ　鶏ひき肉
しょうゆ　こんぶ

にんじんがゆ 七分つき米　にんじん　しらす干し　しょうゆ

麻婆豆腐風
たまねぎ　にんじん　豚ひき肉
絹ごし豆腐　みそ　しょうゆ　片
栗粉

野菜のスープ
たまねぎ　にんじん　こんぶ
じゃがいも　キャベツ　豚ひき肉
食塩

すまし汁
たまねぎ　にんじん　こんぶ　食
塩　しょうゆ　昆布だし汁　絹ご
し豆腐

ケチャップがゆ
七分つき米　たまねぎ　にんじん
鶏ひき肉　ケチャップ

おかゆ 七分つき米

にんじん　だいこん　たまねぎ
こんぶ　　鶏ひき肉　みそ

30 31

たまねぎ　にんじん　こんぶ
じゃがいも　育児用ミルク

ミネストローネ
スープ

たまねぎ　にんじん　じゃがいも
キャベツ　こんぶ　鶏ひき肉

キャベツのスー
プ

たまねぎ　にんじん　こんぶ
キャベツ　鶏ひき肉　食塩

具だくさん汁

食パン　育児用ミルク　 おじや 七分つき米　にんじん　鶏ひき肉　しょうゆ 鶏五目風がゆ
七分つき米　水たまねぎ　にんじ
ん　鶏ひき肉　しょうゆ　きび砂
糖

かぼちゃリゾッ
トがゆ

七分つき米　　たまねぎ　かぼ
ちゃ　鶏ひき肉　育児用ミルク

野菜のスープ
たまねぎ　にんじん　こんぶ
じゃがいも　豚ひき肉　しょうゆ

ポテトポター
ジュスープ

ピラフがゆ 七分つき米　　たまねぎ　にんじん　鶏ひき肉
ミルクリゾット
がゆ

七分つき米　たまねぎ　にんじん　鶏ひき肉　育児用ミルク さつま芋がゆ さつまいも　七分つき米　 パンがゆ

キャベツ　たまねぎ　コーン缶
鶏ひき肉　こんぶ

白身魚の甘辛野
菜あんかけ

たまねぎ　にんじん　たら　ほう
れんそう　片栗粉

鶏団子と野菜の
煮もの

たまねぎ　にんじん　鶏ひき肉
絹ごし豆腐　ほうれんそう　片栗
粉

春雨と挽肉の炒
め煮

たまねぎ　にんじん　はるさめ
豚ひき肉　しょうゆ　片栗粉

たまねぎ　にんじん　こんぶ
じゃがいも　キャベツ　豚ひき肉

具だくさん汁
たまねぎ　にんじん　だいこん
こんぶ　こまつな　　鶏ひき肉

肉じゃが
たまねぎ　にんじん　じゃがいも
豚ひき肉　きび砂糖　しょうゆ

キャベツのスー
プ

七分つき米 あんかけうどん
玉ねぎ　人参　昆布　キャベツ
豚ひき肉　しょうゆ　片栗粉　う
どん

ケチャップがゆ
七分つき米　たまねぎ　にんじん
鶏ひき肉　ケチャップ　食塩

豚汁
玉ねぎ　人参　大根　昆布　小松
菜　豚ひき肉　豆腐　みそ

みそ汁
たまねぎ　にんじん　だいこん
こんぶ　　じゃがいも

野菜のスープ

28

おかゆ 七分つき米　水 おかゆ 七分つき米
ドライカレー風
がゆ

七分つき米　　たまねぎ　にんじ
ん　豚ひき肉

おかゆ

にんじん　だいこん　たまねぎ
こんぶ　水　鶏ひき肉　みそ

23 24 25 26 27

玉ねぎ　人参　大根　ごぼう　こ
んぶ　じゃが芋　豚挽肉　豆腐
みそ

野菜のスープ
たまねぎ　にんじん　こんぶ
キャベツ　じゃがいも　豚ひき肉

具だくさん汁
にんじん　たまねぎ　だいこん
じゃがいも　昆布だし汁　豚ひき
肉

具だくさん汁

七分つき米　にんじん　しらす干
し　しょうゆ　きび砂糖

こまつながゆ
七分つき米　　にんじん　こまつ
な　しらす干し

おじや
七分つき米　たまねぎ　鶏ひき肉
しょうゆ　こんぶ

シチュー
じゃがいも　にんじん　たまねぎ
育児用ミルク　鶏ひき肉　昆布だ
し汁　食塩

かぼちゃポター
ジュスープ

たまねぎ　にんじん　こんぶ（だ
し用）　水　かぼちゃ　育児用ミ
ルク　食塩

豚汁

たまねぎ　にんじん　だいこん
たら　片栗粉

パンがゆ 食パン　育児用ミルク　水 にんじんがゆ 七分つき米　にんじん　しらす干し　しょうゆ 鶏五目風がゆ
七分つき米　にんじん　ごぼう
鶏ひき肉　しょうゆ　きび砂糖

にんじんがゆ

たまねぎ　にんじん　こんぶ
じゃがいも　豚ひき肉　しょうゆ

麻婆豆腐風
たまねぎ　にんじん　豚ひき肉
絹ごし豆腐　みそ　しょうゆ　片
栗粉

豆腐と挽肉のみ
そ煮

たまねぎ　にんじん　もやし　豆
腐　豚挽肉　みそ　きび砂糖
しょうゆ

白身魚の甘辛野
菜あんかけ

たまねぎ　にんじん　だいこん
こんぶ

豚汁
たまねぎ　だいこん　にんじん
こんぶ　じゃがいも　豚挽肉　豆
腐

沢煮椀
にんじん　だいこん　昆布だし汁
豚ひき肉

野菜のスープ

七分つき米　鶏ひき肉　ほうれん
そう

おかゆ 七分つき米 ピラフ風
七分つき米　たまねぎ　鶏ひき肉
油　食塩

けんちん汁
鶏ひき肉　絹ごし豆腐　たまねぎ
にんじん　だいこん　ごぼう
しょうゆ　こんぶ（だし用）　水

すまし汁（）
たまねぎ　にんじん　こんぶ（だ
し用）　食塩　しょうゆ　昆布だ
し汁　絹ごし豆腐

みそ汁

21

鶏五目風がゆ
七分つき米　水　たまねぎ　にん
じん　だいこん　ごぼう　鶏ひき
肉　きび砂糖　しょうゆ　いんげ

おかゆ 七分つき米 おかゆ 七分つき米 そぼろがゆ

にんじん　だいこん　たまねぎ
こんぶ　水　鶏ひき肉　みそ

16 17 18 19 20

たまねぎ　にんじん　こんぶ
じゃがいも　育児用ミルク

ミネストローネ
スープ

たまねぎ　にんじん　じゃがいも
キャベツ　こんぶ　　鶏ひき肉

豚汁
玉ねぎ　人参　大根じゃがいも
こんぶ　豚ひき肉　豆腐

具だくさん汁

食パン　育児用ミルク　 おじや
七分つき米　たまねぎ　鶏ひき肉
しょうゆ　こんぶ

鶏五目風がゆ
七分つき米　たまねぎ　にんじん
鶏ひき肉　しょうゆ　きび砂糖

かぼちゃリゾッ
トがゆ

七分つき米　水　たまねぎ　かぼ
ちゃ　鶏ひき肉　育児用ミルク

ポテトポター
ジュスープ

ピラフがゆ 七分つき米　水　たまねぎ　にんじん　鶏ひき肉 さつま芋がゆ さつまいも紅あずま　七分つき米　 パンがゆ

キャベツ　たまねぎ　コーン缶
鶏ひき肉　こんぶ

白身魚の甘辛野
菜あんかけ

たまねぎ　にんじん　たら　ほう
れんそう　片栗粉

春雨と挽肉の炒
め煮

たまねぎ　にんじん　はるさめ
豚ひき肉　しょうゆ　片栗粉

たまねぎ　にんじん　こんぶ
じゃがいも　キャベツ　豚ひき肉

具だくさん汁
たまねぎ　にんじん　だいこん
こんぶ　こまつな　　鶏ひき肉

野菜のスープ
たまねぎ　にんじん　こんぶ
じゃがいも　キャベツ　豚ひき肉
食塩

キャベツのスー
プ

七分つき米 ケチャップがゆ
七分つき米　たまねぎ　にんじん
鶏ひき肉　ケチャップ

ケチャップがゆ
七分つき米　たまねぎ　にんじん
鶏ひき肉　ケチャップ　食塩

豚汁
たまねぎ　だいこん　にんじん
じゃがいも　こまつな　こんぶ
（だし用）　水　豚ひき肉　絹ご

野菜のスープ

14

おかゆ 七分つき米　水
ドライカレー風
がゆ

七分つき米　　たまねぎ　にんじ
ん　豚ひき肉

おかゆ

にんじん　だいこん　たまねぎ
こんぶ　水　鶏ひき肉　みそ

9 10 11 12 13

玉ねぎ　人参　大根　ごぼう　こ
んぶ　じゃが芋　豚挽肉　豆腐
みそ

野菜のスープ
たまねぎ　にんじん　こんぶ
キャベツ　じゃがいも　豚ひき肉

具だくさん汁
にんじん　たまねぎ　だいこん
じゃがいも　昆布　豚ひき肉

具だくさん汁
（みそ）

七分つき米　　にんじん　しらす
干し　しょうゆ　きび砂糖

こまつながゆ
七分つき米　にんじん　こまつな
しらす干し

おじや
七分つき米　たまねぎ　鶏ひき肉
しょうゆ　こんぶ

シチュー
じゃがいも　にんじん　たまねぎ
育児用ミルク　鶏ひき肉　昆布だ
し汁　食塩

野菜のスープ
たまねぎ　にんじん　こんぶ
じゃがいも　豚ひき肉　しょうゆ

豚汁

たまねぎ　にんじん　だいこん
たら　片栗粉

パンがゆ 食パン　育児用ミルク　水
ミルクリゾット
がゆ

七分つき米　水　たまねぎ　にん
じん　鶏ひき肉　育児用ミルク

鶏五目風がゆ
七分つき米　　にんじん　ごぼう
鶏ひき肉　しょうゆ　きび砂糖

にんじんがゆ

たまねぎ　にんじん　こんぶ　水
じゃがいも　豚ひき肉　しょうゆ

鶏団子と野菜の
煮もの

たまねぎ　にんじん　鶏ひき肉
絹ごし豆腐　ほうれんそう　片栗
粉

豆腐と挽肉のみ
そ煮

玉ねぎ　人参　もやし　豆腐　豚
ひき肉　みそ　きび砂糖　しょう
ゆ

白身魚の甘辛野
菜あんかけ

たまねぎ　にんじん　だいこん
こんぶ　水

豚汁
玉ねぎ　人参　大根　こんぶ
じゃがいも　豚ひき肉　豆腐

沢煮椀
にんじん　だいこん　昆布　豚ひ
き肉

野菜のスープ

七分つき米　水鶏ひき肉　ほうれ
んそう

おかゆ 七分つき米 ピラフ風
七分つき米　水たまねぎ　鶏ひき
肉　油　食塩

けんちん汁
鶏ひき肉　豆腐　玉ねぎ　人参
大根　ごぼう　しょうゆ　こんぶ

みそ汁
たまねぎ　にんじん　だいこん
こんぶ水　じゃがいも

みそ汁

7

鶏五目風がゆ
米　玉ねぎ　人参　大根　ごぼう
鶏挽肉　砂糖　しょうゆ　いんげ
ん

おかゆ 七分つき米　水 おかゆ 七分つき米 そぼろがゆ

土曜日

2 3 4 5 6

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日


