
2021年９月（離乳食9～11)

豚汁
たまねぎ　大根　人参　じゃがいも
昆布　豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ

ミネストロー
ネスープ

たまねぎ　人参　昆布　じゃがいも
キャベツ　鶏ひき肉　ケチャップ

野菜のスープ
たまねぎ　人参　じゃがいも　キャ
ベツ　昆布　豚ひき肉　水　食塩

具だくさん汁
人参　だいこん　たまねぎ　こんぶ
昆布　豚ひき肉　みそ　絹ごし豆腐

七分つき米　水　人参　だいこん
鶏ひき肉　しょうゆ

おじや
七分つき米　水　人参　だいこん
鶏ひき肉　しょうゆ

こまつながゆ
七分つき米　人参　こまつな　しら
す干し　しょうゆ

パンがゆ 食パン　育児用ミルク　水
ミルクリゾッ
トがゆ

白身魚の甘辛
野菜あんかけ

たまねぎ　人参　だいこん　きゃべ
つ　たら　片栗粉　しょうゆ　きび
砂糖

鶏団子と野菜
の煮もの

たまねぎ　人参　キャベツ　きゅう
り　鶏ひき肉　絹ごし豆腐　片栗粉 豆腐のサラダ

人参　きゅうり　木綿豆腐　鶏ひき
肉　酢　しょうゆ 白身魚の煮物

たまねぎ　にんじん　キャベツ　た
ら　きび砂糖　しょうゆ　片栗粉

みそ汁
たまねぎ　だいこん　こまつな　絹
ごし豆腐　昆布 みそ汁

たまねぎ　人参　だいこん　じゃが
いも　　絹ごし豆腐　昆布　みそ みそ汁

たまねぎ　人参　だいこん　こまつ
な　昆布　絹ごし豆腐　淡色みそ

七分つき米　水

あんかけうどん
たまねぎ　人参　キャベツ　昆布
豚ひき肉　ゆでうどん　しょうゆ
片栗粉

おかゆ 七分つき米　水 おかゆ 七分つき米　水 おかゆ

じゃがいも　人参　たまねぎ　育児
用ミルク　鶏ひき肉　昆布　食塩

具だくさん汁
鶏ひき肉　人参　だいこん　たまね
ぎ　こまつな　みそ　昆布

27 28 29 30

七分つき米　たまねぎ　人参　鶏ひ
き肉　しょうゆ

具だくさん汁
人参　だいこん　たまねぎ　昆布
豚ひき肉　みそ　絹ごし豆腐

具だくさん汁
人参　だいこん　たまねぎ　昆布
鶏ひき肉　みそ

シチュー

さつまいも紅あずま　七分つき米　水
ケチャップが
ゆ

七分つき米　水　たまねぎ　人参
鶏ひき肉　ケチャップ

おじや

たまねぎ　人参　キャベツ　じゃが
いも　鶏ひき肉　きび砂糖　しょう
ゆ

ひき肉と野菜
の煮物

きなこがゆ 七分つき米　きな粉　きび砂糖 さつま芋がゆ

たまねぎ　人参　だいこん　絹ごし
豆腐　鶏ひき肉　昆布　しょうゆ

鶏団子の野菜
あんかけ

たまねぎ　人参　キャベツ　いんげ
ん　鶏ひき肉　絹ごし豆腐　片栗粉
しょうゆ　片栗粉

七分つき米　水　鶏ひき肉

みそ汁
たまねぎ　人参　だいこん　こまつ
な　昆布　みそ みそ汁

たまねぎ　人参　だいこん
じゃがいも　昆布　みそ けんちん汁

七分つき米　水 おかゆ 七分つき米　水 そぼろがゆ

24 25

おかゆ 七分つき米　水 おかゆ

たまねぎ　だいこん　人参　じゃが
いも　昆布　豚ひき肉　絹ごし豆腐
みそ

具だくさん汁
人参　だいこん　たまねぎ　豚ひき
肉　絹ごし豆腐　昆布　みそ

20 21 22 23

七分つき米　人参　しらす干し
しょうゆ　きび砂糖

具だくさん汁
人参　だいこん　たまねぎ　昆布
豚ひき肉　みそ　絹ごし豆腐

豚汁
たまねぎ　大根　人参　じゃがいも
昆布　豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ

ミネストロー
ネスープ

たまねぎ　人参　昆布　じゃがいも
キャベツ　鶏ひき肉　ケチャップ

具だくさん汁
人参　だいこん　たまねぎ　豚ひき
肉　絹ごし豆腐　こんぶ　みそ

豚汁

食パン　育児用ミルク　水 にんじんがゆ
七分つき米　人参　しらす干し
しょうゆ　きび砂糖

おじや
七分つき米　たまねぎ　人参　鶏ひ
き肉　しょうゆ　水

にんじんがゆ鶏五目風がゆ
七分つき米　水　人参　だいこん
ごぼう　鶏ひき肉　しょうゆ

おじや
七分つき米　たまねぎ　人参　鶏ひ
き肉　しょうゆ　昆布

パンがゆ

かぼちゃ　たまねぎ　豚ひき肉　き
び砂糖　しょうゆ

たまねぎ　人参　だいこん　こまつ
な　絹ごし豆腐　昆布　みそ 野菜のスープ

たまねぎ　人参　昆布　じゃがいも
キャベツ　豚ひき肉　食塩

タンブリング
シチュー

たまねぎ　人参　キャベツ　鶏ひき
肉　昆布　小麦粉　片栗粉　しょう
ゆ

白身魚の煮物
たまねぎ　人参　キャベツ　たら
きび砂糖　しょうゆ　片栗粉

鶏団子と野菜
の煮もの

たまねぎ　にんじん　キャベツ　鶏
ひき肉　絹ごし豆腐　片栗粉

かぼちゃのそ
ぼろ煮

七分つき米　水 ケチャップがゆ
七分つき米　水　たまねぎ　にんじ
ん　鶏ひき肉　ケチャップ 鶏五目風がゆ

七分つき米　水　人参　だいこん
ごぼう　鶏ひき肉　しょうゆ　きび
砂糖

みそ汁
たまねぎ　人参　だいこん　昆布
絹ごし豆腐　こまつな　みそ

かぼちゃポ
タージュスー

たまねぎ　人参　昆布　かぼちゃ
育児用ミルク　食塩 みそ汁

17 18

おかゆ 七分つき米　水 パンがゆ 食パン　育児用ミルク　水 おかゆ

じゃがいも　人参　たまねぎ　育児
用ミルク　鶏ひき肉　昆布　食塩

具だくさん汁
鶏ひき肉　人参　だいこん　たまね
ぎ　こまつな　みそ　昆布

13 14 15 16

七分つき米　たまねぎ　人参　鶏ひ
き肉　しょうゆ

具だくさん汁
人参　だいこん　たまねぎ　昆布
鶏ひき肉　みそ

豚汁
たまねぎ　大根　人参　じゃが芋
昆布　豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ

野菜のスープ
たまねぎ　人参　昆布　じゃがいも
豚ひき肉　食塩

野菜のスープ
たまねぎ　人参　じゃがいも　キャ
ベツ　昆布　豚ひき肉　水

シチュー

さつま芋がゆ さつまいも紅あずま　七分つき米　
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

こまつながゆ

鶏団子と野菜
のみそ煮

たまねぎ　人参　じゃがいも　いん
げん　豚ひき肉　きび砂糖　しょう
ゆ

肉じゃが

煮込みうどん
ゆでうどん　豚ひき肉　人参　たま
ねぎ　こまつな　こんぶ　しょうゆ
きび砂糖

たまねぎ　人参  きゅうり　鶏ひき肉
木綿豆腐　みそ　きび砂糖　片栗粉

七分つき米　水　にんじん　こまつ
な　しらす干し　しょうゆ　きび砂
糖

ケチャップが
ゆ

七分つき米　水　たまねぎ　人参
鶏ひき肉　ケチャップ

おじや

おかゆ 七分つき米　水 おかゆ

ラタトゥユ

たまねぎ　人参　だいこん　きゃべ
つ　たら　片栗粉　しょうゆ　きび
砂糖

白身魚の甘辛
野菜あんかけ

たまねぎ　人参　キャベツ　じゃが
いも　鶏ひき肉　きび砂糖　しょう
ゆ

ひき肉と野菜
の煮物

青のりがゆ 七分つき米　水　あおのり

みそ汁
たまねぎ　人参　だいこん　じゃが
いも　昆布　みそ みそ汁

たまねぎ　人参　だいこん　こまつ
な　　絹ごし豆腐　昆布　みそ みそ汁

たまねぎ　人参　だいこん　かぼ
ちゃ　昆布　みそ

七分つき米　水 そぼろがゆ

 豚汁
たまねぎ　だいこん　人参　ごぼう
昆布　じゃがいも　豚ひき肉　絹ご
し豆腐　みそ

白身魚のみぞ
れあんかけ

だいこん　たまねぎ　人参　たら
きゃべつ　もやし　しょうゆ　片栗
粉

七分つき米　水　鶏ひき肉

けんちん汁
たまねぎ　人参　だいこん　絹ごし
豆腐　鶏ひき肉　昆布　しょうゆ

七分つき米　水 おかゆ 七分つき米　水

9 10

たまねぎ　人参　キャベツ　昆布
豚ひき肉　ゆでうどん　しょうゆ
片栗粉

あんかけうどん

116 7 8

たまねぎ　人参　だいこん　絹ごし
豆腐　鶏ひき肉　昆布　しょうゆ

具だくさん汁
人参　だいこん　たまねぎ　豚ひき
肉　絹ごし豆腐　昆布　みそ

けんちん汁
たまねぎ　人参　だいこん　絹ごし
豆腐　鶏ひき肉　昆布　しょうゆ

具だくさん汁

七分つき米　人参　しらす干し
しょうゆ

おじや
七分つき米　たまねぎ　人参　鶏ひ
き肉　しょうゆ

にんじんがゆ
七分つき米　人参　しらす干し
しょうゆ

けんちん汁

おじや
七分つき米　たまねぎ　人参　鶏ひ
き肉　しょうゆ

にんじんがゆ

野菜のスープ
かぼちゃのそ
ぼろ煮

だいこん　たまねぎ　人参　　きゅ
うり　もやし　しょうゆ　片栗粉

白身魚のみぞ
れあんかけ

たまねぎ　だいこん　人参　ごぼう
昆布　じゃがいも　豚ひき肉　絹ご
し豆腐　みそ

 豚汁

たまねぎ　人参　鶏ひき肉　昆布
小麦粉　片栗粉　しょうゆ

人参　だいこん　たまねぎ　豚ひき
肉　絹ごし豆腐　昆布　みそ

おかゆ

七分つき米　水　人参　ごぼう　鶏
ひき肉　しょうゆ　きび砂糖

みそ汁
たまねぎ　人参　だいこん　こまつ
な　絹ごし豆腐　昆布

タンブリング
シチュー

3 4

おかゆ 七分つき米　水 鶏五目風がゆ

金曜日 土曜日

1 2

かぼちゃ　たまねぎ　豚ひき肉　き
び砂糖　しょうゆ

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日

たまねぎ　なす　トマト　ズッキー
ニ　豚ひき肉　食塩　ケチャップ
マカロニ

苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

たまねぎ　人参　じゃがいも　キャ
ベツ　豚ひき肉　昆布　食塩

七分つき米　たまねぎ　人参　豚ひ
き肉　トマト　中濃ソース　ケ
チャップ　食塩　片栗粉

ゆでうどん　豚ひき肉　人参　たま
ねぎ　こまつな　こんぶ　しょうゆ
きび砂糖

たまねぎ　人参　キャベツ　いんげ
ん　鶏ひき肉　絹ごし豆腐　片栗粉
しょうゆ　片栗粉

煮込みうどん
タコライス風が

ゆ

鶏団子の野菜
あんかけ


