
2021年11月（離乳食9～11)

※　献立は、発注の関係などで変更する場合があります。
※　午前中のおやつは、栄養価の関係から、ふたば、つくし、たんぽぽに出しています。

苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 2 3 4 5 6

軟飯 七分つき米 軟飯 七分つき米 軟飯 七分つき米 さつま芋がゆ さつまいも紅あずま　七分つき米
ケチャップが
ゆ

七分つき米　玉ねぎ　人参　鶏ひき
肉　ケチャップ

すまし汁
玉ねぎ　人参　だいこん　豚ひき肉
こんぶ　絹ごし豆腐　しょうゆ みそ汁

玉ねぎ　人参　じゃがいも　絹ごし
豆腐　こんぶ　淡色みそ 具だくさん汁

人参　玉ねぎ　だいこん　じゃがい
も　昆布　豚ひき肉　しょうゆ みそ汁

玉ねぎ　人参　だいこん　こんぶ
淡色みそ 野菜のスープ

玉ねぎ　人参　じゃがいも　キャベ
ツ　こんぶ　豚ひき肉　食塩

白身魚の甘辛
野菜あんかけ

玉ねぎ　人参　だいこん　キャベツ
たら　片栗粉　しょうゆ

豆腐と挽肉の
すき焼き風

玉ねぎ　人参　絹ごし豆腐　豚ひき
肉　きび砂糖　しょうゆ

豆腐ハンバー
グの野菜あん
かけ

玉ねぎ　人参　鶏ひき肉　絹ごし豆
腐　きび砂糖　しょうゆ　片栗粉

ひき肉と野菜
の煮物

玉ねぎ　人参　キャベツ　鶏ひき肉
じゃがいも　きび砂糖　しょうゆ

ピラフ風
七分つき米　玉ねぎ　人参　鶏ひき
肉　食塩

パンがゆ 食パン　育児用ミルク　
さつま芋のミ
ルクリゾット

さつまいも紅はるか　七分つき米　育児用ミルク こまつながゆ
七分つき米　人参　こまつな　しら
す干し

鶏五目風がゆ
七分つき米　人参　だいこん　鶏ひ
き肉　しょうゆ　きび砂糖

ポテトのポ
タージュ

玉ねぎ　じゃがいも　こんぶ　育児
用ミルク　食塩

ミネストロー
ネスープ

玉ねぎ　人参　キャベツ　じゃがい
も　こんぶ　鶏ひき肉　ケチャップ

野菜スープ
玉ねぎ　人参　こんぶ　じゃがいも
キャベツ　鶏ひき肉　食塩

具だくさん汁
玉ねぎ　人参　だいこん　こんぶ
豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ

豚汁
玉ねぎ だいこん 人参 こんぶ じゃが
いも 豚ひき肉 絹ごし豆腐 みそ

8 9 10 11 12 13

軟飯 七分つき米 パンがゆ 食パン　育児用ミルク
けんちんうど
ん

ゆでうどん 玉ねぎ 人参 だいこん ご
ぼう 豚ひき肉 きび砂糖 しょうゆ 軟飯 七分つき米 軟飯 七分つき米 そぼろがゆ 七分つき米　鶏ひき肉　しょうゆ

タンブリング
シチュー

玉ねぎ　人参　白菜　鶏ひき肉　こ
んぶ　小麦粉　片栗粉　しょうゆ 野菜のスープ

玉ねぎ　人参　白菜　じゃがいも
こんぶ　豚ひき肉　食塩

さつま芋のそ
ぼろ煮

玉ねぎ　豚ひき肉　さつまいも紅あ
ずま　きび砂糖　しょうゆ　片栗粉 みそ汁

玉ねぎ　人参　だいこん　かぼちゃ
こんぶ　みそ みそ汁

玉ねぎ　人参　だいこん　こんぶ
かぼちゃ　淡色みそ 豚汁

玉ねぎ だいこん 人参 こんぶ じゃが
いも 豚ひき肉 絹ごし豆腐 みそ

春雨と挽肉の
炒め煮

たまねぎ　人参　はるさめ　ピーマ
ン　豚ひき肉　しょうゆ

マカロニミー
トソース

玉ねぎ　人参　ケチャップ　食塩
豚ひき肉　マカロニ ブロッコリー ブロッコリー

鶏団子と野菜
の煮物

玉ねぎ　人参　だいこん　こまつな
鶏ひき肉　絹ごし豆腐　きび砂糖
しょうゆ　片栗粉

白身魚の煮物
玉ねぎ　人参　キャベツ　たら　き
び砂糖　しょうゆ　片栗粉

ケチャップが
ゆ

七分つき米　玉ねぎ　人参　鶏ひき
肉　ケチャップ

鶏五目風がゆ
七分つき米　人参　だいこん　鶏ひ
き肉　しょうゆ　きび砂糖

きな粉がゆ 七分つき米　きな粉　きび砂糖
かぼちゃのリ
ゾット

七分つき米　玉ねぎ　かぼちゃ　鶏
ひき肉　食塩

おじや
七分つき米　人参　だいこん　鶏ひ
き肉　しょうゆ

おじや
七分つき米　人参　だいこん　鶏ひ
き肉　しょうゆ

シチュー
じゃがいも　人参　玉ねぎ　育児用
ミルク　鶏ひき肉　昆布　食塩

豚汁
玉ねぎ　だいこん　人参　こんぶ　じゃが
いも　豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ 具だくさん汁

玉ねぎ　人参　だいこん　こんぶ
豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ

里芋のポター
ジュ

玉ねぎ　こんぶ　じゃがいも　さと
いも　育児用ミルク　食塩

けんちん汁
玉ねぎ　人参　だいこん　こんぶ
鶏ひき肉　絹ごし豆腐　しょうゆ

具だくさん汁
玉ねぎ　人参　だいこん　こんぶ
豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ

15 16 17 18 19 20

軟飯 七分つき米 軟飯 七分つき米
あんかけうど
ん

玉ねぎ 人参 キャベツ こんぶ 豚ひき
肉　ゆでうどん しょうゆ 片栗粉

軟飯 七分つき米 さつま芋がゆ さつまいも紅あずま　七分つき米
ケチャップが
ゆ

七分つき米　玉ねぎ　人参　鶏ひき
肉　ケチャップ

すまし汁
玉ねぎ　人参　だいこん　豚ひき肉
こんぶ　絹ごし豆腐　しょうゆ

みそ汁
玉ねぎ　人参　じゃがいも　絹ごし
豆腐　こんぶ　淡色みそ

ポテトサラダ
玉ねぎ　人参　じゃがいも　きゅう
り　キャベツ　しょうゆ

具だくさん汁
人参　玉ねぎ　だいこん　じゃがい
も　昆布　豚ひき肉　しょうゆ

みそ汁
玉ねぎ　人参　だいこん　こんぶ
淡色みそ

野菜のスープ
玉ねぎ　人参　じゃがいも　キャベ
ツ　こんぶ　豚ひき肉　食塩

白身魚の甘辛
野菜あんかけ

玉ねぎ　人参　だいこん　キャベツ
たら　片栗粉　しょうゆ

豆腐と挽肉の
すき焼き風

玉ねぎ　人参　絹ごし豆腐　豚ひき
肉　きび砂糖　しょうゆ

豆腐ハンバー
グの野菜あん
かけ

玉ねぎ　人参　鶏ひき肉　絹ごし豆
腐　きび砂糖　しょうゆ　片栗粉

ひき肉と野菜
の煮物

玉ねぎ　人参　キャベツ　鶏ひき肉
じゃがいも　きび砂糖　しょうゆ

ピラフ風
七分つき米　玉ねぎ　人参　鶏ひき
肉　食塩

パンがゆ 食パン　育児用ミルク　 しらすがゆ
七分つき米　人参　しらす干し
しょうゆ

さつま芋のミ
ルクリゾット

さつまいも紅はるか　七分つき米　育児用ミルク こまつながゆ 七分つき米　人参　こまつな　しらす干し 鶏五目風がゆ
七分つき米　人参　だいこん　鶏ひ
き肉　しょうゆ　きび砂糖

ポテトのポ
タージュ

玉ねぎ　じゃがいも　こんぶ　育児
用ミルク　食塩

ミネストロー
ネスープ

玉ねぎ　人参　キャベツ　じゃがい
も　こんぶ　鶏ひき肉　ケチャップ

野菜のスープ
玉ねぎ　人参　じゃがいも　こんぶ
豚ひき肉　キャベツ　食塩

野菜スープ
玉ねぎ　人参　こんぶ　じゃがいも
キャベツ　鶏ひき肉　食塩

具だくさん汁
玉ねぎ　人参　だいこん　こんぶ
豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ

豚汁
玉ねぎ だいこん 人参 こんぶ じゃが
いも 豚ひき肉 絹ごし豆腐 みそ

22 23 24 25 26 27

軟飯 七分つき米 軟飯 七分つき米 軟飯 七分つき米 軟飯 七分つき米 そぼろがゆ 七分つき米　鶏ひき肉　しょうゆ

タンブリング
シチュー

玉ねぎ　人参　白菜　鶏ひき肉　こ
んぶ　小麦粉　片栗粉　しょうゆ

みそ汁
人参　玉ねぎ　だいこん　白菜　昆
布　みそ

みそ汁
玉ねぎ　人参　だいこん　かぼちゃ
こんぶ　みそ

みそ汁
玉ねぎ　人参　だいこん　こんぶ
かぼちゃ　淡色みそ

豚汁
玉ねぎ だいこん 人参 こんぶ じゃが
いも 豚ひき肉 絹ごし豆腐 みそ

春雨と挽肉の
炒め煮

たまねぎ　人参　はるさめ　ピーマ
ン　豚ひき肉　しょうゆ

肉じゃが
玉ねぎ　人参　じゃがいも　いんげ
ん　豚ひき肉　きび砂糖　しょうゆ

鶏団子と野菜
の煮物

玉ねぎ　人参　だいこん　こまつな
鶏ひき肉　絹ごし豆腐　きび砂糖
しょうゆ　片栗粉

白身魚の煮物
玉ねぎ　人参　キャベツ　たら　き
び砂糖　しょうゆ　片栗粉

七分つき米　たまねぎ　かぼちゃ
鶏ひき肉　食塩

ケチャップが
ゆ

七分つき米　玉ねぎ　人参　鶏ひき
肉　ケチャップ

大根がゆ
七分つき米　しらす干し　だいこん
あおのり

かぼちゃのリ
ゾット

おじや
七分つき米　人参　だいこん　鶏ひ
き肉　しょうゆ

おじや
七分つき米　人参　だいこん　鶏ひ
き肉　しょうゆ

シチュー
じゃがいも　人参　玉ねぎ　育児用
ミルク　鶏ひき肉　昆布　食塩

具だくさん汁
人参　玉ねぎ　だいこん　昆布
じゃがいも　豚ひき肉　みそ

里芋のポター
ジュ

玉ねぎ　こんぶ　じゃがいも　さと
いも　育児用ミルク　食塩

けんちん汁
玉ねぎ　人参　だいこん　こんぶ
鶏ひき肉　絹ごし豆腐　しょうゆ

具だくさん汁
玉ねぎ　人参　だいこん　こんぶ
豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ

29 30

けんちんうど
ん

ゆでうどん 玉ねぎ 人参 だいこん ご
ぼう 豚ひき肉 きび砂糖 しょうゆ

パンがゆ 食パン　育児用ミルク

さつま芋のそ
ぼろ煮

玉ねぎ　豚ひき肉　さつまいも紅あ
ずま　きび砂糖　しょうゆ　片栗粉

シチュー
じゃがいも　人参　玉ねぎ　育児用
ミルク　鶏ひき肉　昆布　食塩

ブロッコリー ブロッコリー
煮込みハン
バーグ

玉ねぎ　人参　豚ひき肉　絹ごし豆
腐　片栗粉　ケチャップ

きな粉がゆ 七分つき米　きな粉　きび砂糖 しらすがゆ
七分つき米　人参　しらす干し
しょうゆ

具だくさん汁
玉ねぎ　人参　だいこん　こんぶ
豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ

野菜スープ
玉ねぎ　人参　こんぶ　じゃがいも
キャベツ　鶏ひき肉　食塩

１１月の果物は、りんご、みかん、柿を予定しています。




