
2022年09月の献立 献　　　立　　　表 子どものその苗間保育園(離乳食７～11)

ホームページにて、今日食べた献立を見ることが出来ます。

https://naema-sono.com/

たまねぎ　にんじん　だいこん　こんぶ　水　鶏
ひき肉　絹ごし豆腐　しょうゆ 鶏団子のスープ

たまねぎ　にんじん　キャベツ　鶏ひき肉　絹ご
し豆腐　こんぶ　水　片栗粉　食塩　しょうゆ 野菜のスープ

たまねぎ　にんじん　キャベツ　じゃがいも　こ
んぶ　水　鶏ひき肉　ケチャップ

七分つき米　水　にんじん　しらす干し　しょうゆ ピラフ風 七分つき米　水　たまねぎ　にんじん　鶏ひき肉　食塩

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

にんじん　だいこん　たまねぎ　こんぶ　水　豚
ひき肉　みそ　絹ごし豆腐 けんちん汁

豚ひき肉　玉ねぎ　なす　トマト　ズッキーニ
マカロニ

パンがゆ 食パン　育児用ミルク　水 おじや 七分つき米　水　にんじん　だいこん　鶏ひき肉　しょうゆ さつま芋がゆ 七分つき米　水　さつま芋 しらすがゆ

豆腐と挽肉のみ
そ煮

たまねぎ　にんじん　いんげん　絹ごし豆腐　豚
ひき肉　みそ　きび砂糖　しょうゆ

鶏ひき肉と野菜
の煮物

にんじん　たまねぎ　だいこん　キャベツ　じゃ
がいも　鶏ひき肉　きび砂糖　しょうゆ　片栗粉

鶏団子の野菜あ
んかけ

鶏ひき肉　絹ごし豆腐　たまねぎ　にんじん　ブ
ロッコリー　しょうゆ　片栗粉　水 ラタトゥイユ

にんじん　だいこん　たまねぎ　こんぶ（だし
用）　水　豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ 肉じゃが

たまねぎ　にんじん　じゃがいも　豚ひき肉
しょうゆ　きび砂糖　いんげん シチュー

たまねぎ　にんじん　じゃがいも　昆布だし汁
育児用ミルク　鶏ひき肉　食塩

ゆでうどん　たまねぎ　にんじん　こんぶ（だし
用）　豚ひき肉　しょうゆ　きび砂糖　水　食塩 パンがゆ 食パン　水

具だくさん汁
にんじん　だいこん　たまねぎ　こんぶ　水　豚
ひき肉　絹ごし豆腐　みそ みそ汁

たまねぎ　にんじん　かぼちゃ　こんぶ（だし
用）　水　豆腐　淡色みそ 具だくさん汁

おかゆ 七分つき米　水 おかゆ 七分つき米　水 おかゆ 七分つき米　水 煮込みうどん

にんじん　だいこん　たまねぎ　豚ひき肉　絹ご
し豆腐　こんぶ水　みそ
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たまねぎ　にんじん　だいこん　こんぶ　水
じゃがいも　鶏ひき肉　絹ごし豆腐　みそ 具沢山汁

たまねぎ　にんじん　キャベツ　じゃがいも　鶏
ひき肉　こんぶ 具だくさん汁

七分つき米　水　かぼちゃ　鶏ひき肉 にんじんがゆ
七分つき米　水　にんじん　しらす干し　しょう
ゆ　きび砂糖

豚汁
にんじん　たまねぎ　だいこん　昆布だし汁　豚
ひき肉　絹ごし豆腐　みそ けんちん汁

鶏五目風がゆ 七分つき米　水　にんじん　だいこん　鶏ひき肉　しょうゆ　きび砂糖 しらすがゆ 七分つき米　しらす干し かぼちゃがゆ

たまねぎ　にんじん　鶏ひき肉　こんぶ　小麦粉
片栗粉　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

たまねぎ　豚ひき肉　かぼちゃ　きび砂糖　しょ
うゆ 春雨スープ

たまねぎ　にんじん　キャベツ　こまつな　こん
ぶ　水　豚ひき肉　はるさめ　しょうゆ 秋分の日

タンブリングシ
チュー

七分つき米　水 鶏五目風がゆ
七分つき米　水　にんじん　ごぼう　鶏ひき肉
しょうゆ　きび砂糖

敬老の日 野菜のスープ
たまねぎ　にんじん　キャベツ　じゃがいも　鶏
ひき肉　こんぶ　水　食塩

かぼちゃのそぼ
ろ煮

24

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

ジャージャーう
どん

ゆでうどん　たまねぎ　にんじん　豚ひき肉　き
び砂糖　しょうゆ　みそ　片栗粉 おかゆ

たまねぎ　にんじん　キャベツ　じゃがいも　鶏
ひき肉　こんぶ　水
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たまねぎ　にんじん　だいこん　こんぶ　水　鶏
ひき肉　絹ごし豆腐　しょうゆ 鶏団子のスープ

たまねぎ　にんじん　キャベツ　鶏ひき肉　絹ご
し豆腐　こんぶ　水　片栗粉　食塩　しょうゆ 野菜のスープ

たまねぎ　にんじん　キャベツ　じゃがいも　こ
んぶ　水　鶏ひき肉　ケチャップ 野菜のスープ

七分つき米　水　にんじん　しらす干し　しょうゆ ピラフ風 七分つき米　水　たまねぎ　にんじん　鶏ひき肉　食塩 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　食塩

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

にんじん　だいこん　たまねぎ　こんぶ　水　豚
ひき肉　みそ　絹ごし豆腐 けんちん汁

たまねぎ　にんじん　たら　じゃがいも　キャベ
ツ　きび砂糖　しょうゆ　片栗粉

パンがゆ 食パン　育児用ミルク　水 おじや 七分つき米　水　にんじん　だいこん　鶏ひき肉　しょうゆ さつま芋がゆ 七分つき米　水　さつま芋 しらすがゆ

だいこん　にんじん　ごぼう　じゃがいも　こま
つな　豚ひき肉　絹ごし豆腐　こんぶ　水　みそ

豆腐と挽肉のみ
そ煮

たまねぎ　にんじん　いんげん　絹ごし豆腐　豚
ひき肉　みそ　きび砂糖　しょうゆ

鶏ひき肉と野菜
の煮物

にんじん　たまねぎ　だいこん　キャベツ　じゃ
がいも　鶏ひき肉　きび砂糖　しょうゆ　片栗粉

鶏団子の野菜あ
んかけ

鶏ひき肉　絹ごし豆腐　たまねぎ　にんじん　ブ
ロッコリー　しょうゆ　片栗粉　水 白身魚の煮物

にんじん　だいこん　たまねぎ　こんぶ（だし
用）　水　豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ 肉じゃが

たまねぎ　にんじん　じゃがいも　豚ひき肉
しょうゆ　きび砂糖　いんげん みそ汁

たまねぎ　にんじん　だいこん　こんぶ（だし
用）　水　かぼちゃ　淡色みそ 豚汁

ゆでうどん　たまねぎ　にんじん　こんぶ（だし
用）　豚ひき肉　しょうゆ　きび砂糖　水　食塩 おかゆ 七分つき米　水 そぼろがゆ 七分つき米　水　鶏ひき肉　しょうゆ　きび砂糖

具だくさん汁
にんじん　だいこん　たまねぎ　こんぶ　水　豚
ひき肉　絹ごし豆腐　みそ みそ汁

たまねぎ　にんじん　かぼちゃ　こんぶ（だし
用）　水　豆腐　淡色みそ 具だくさん汁

17

おかゆ 七分つき米　水 おかゆ 七分つき米　水 おかゆ 七分つき米　水 煮込みうどん

にんじん　だいこん　たまねぎ　豚ひき肉　絹ご
し豆腐　こんぶ　みそ

12 13 14 15 16

たまねぎ　にんじん　だいこん　こんぶ　水
じゃがいも　鶏ひき肉　絹ごし豆腐　みそ 具沢山汁

たまねぎ　にんじん　キャベツ　じゃがいも　鶏
ひき肉　こんぶ 沢煮椀

豚ひき肉にんじん　ごぼう　だいこん　しょうゆ
食塩　昆布だし汁　こまつな 具だくさん汁

七分つき米　水　かぼちゃ　鶏ひき肉 おじや
七分つき米　たまねぎ　鶏ひき肉　しょうゆ　こ
んぶ　水 にんじんがゆ

七分つき米　水　にんじん　しらす干し　しょう
ゆ　きび砂糖

具沢山汁
たまねぎ　にんじん　キャベツ　じゃがいも　こ
んぶ　鶏ひき肉　みそ 豚汁

にんじん　たまねぎ　だいこん　昆布だし汁　豚
ひき肉　絹ごし豆腐　みそ けんちん汁

かぼちゃ　たまねぎ　食塩

鶏五目風がゆ
七分つき米　鶏ひき肉　にんじん　だいこん　ご
ぼう　絹ごし豆腐　しょうゆ　水 鶏五目風がゆ 七分つき米　水　にんじん　だいこん　鶏ひき肉　しょうゆ　きび砂糖 しらすがゆ 七分つき米　しらす干し かぼちゃがゆ

たまねぎ　にんじん　鶏ひき肉　こんぶ（だし
用）　小麦粉　片栗粉　しょうゆ

白身魚の煮物
たまねぎ　にんじん　たら　じゃがいも　きび砂
糖　しょうゆ　片栗粉 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

マッシュかぼ
ちゃ

たまねぎ　豚ひき肉　かぼちゃ　きび砂糖　しょ
うゆ 春雨スープ

たまねぎ　にんじん　キャベツ　こまつな　こん
ぶ　水　豚ひき肉　はるさめ　しょうゆ 肉団子スープ

たまねぎ　にんじん　こまつな　はるさめ　豚ひ
き肉　こんぶ　片栗粉　食塩　しょうゆ

タンブリングシ
チュー

七分つき米　水 さつま芋がゆ さつまいも紅あずま　七分つき米　水 鶏五目風がゆ
七分つき米　水　にんじん　ごぼう　鶏ひき肉
しょうゆ　きび砂糖

みそ汁
たまねぎ　にんじん　だいこん　こんぶ　淡色み
そ　絹ごし豆腐 野菜のスープ

たまねぎ　にんじん　キャベツ　じゃがいも　鶏
ひき肉　こんぶ　水　食塩

かぼちゃのそぼ
ろ煮

10

おかゆ 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　トマト
鶏ひき肉　ケチャップ　食塩

ジャージャーう
どん

ゆでうどん　たまねぎ　にんじん　豚ひき肉　き
び砂糖　しょうゆ　みそ　片栗粉 おかゆ

たまねぎ　にんじん　キャベツ　じゃがいも　鶏
ひき肉　こんぶ
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野菜のスープ
たまねぎ　にんじん　キャベツ　じゃがいも　鶏
ひき肉　こんぶ　水　食塩 具だくさん汁

にんじん　だいこん　たまねぎ　こんぶ（だし
用）　水　豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ 野菜のスープ

七分つき米　水　かぼちゃ　鶏ひき肉 こまつながゆ
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　たまねぎ　にんじん　鶏ひき肉　ケ
チャップ　食塩

たまねぎ　にんじん　キャベツ　たら　片栗粉
しょうゆ

かぼちゃリゾッ
トがゆ

だいこん　にんじん　ごぼう　じゃがいも　こま
つな　豚ひき肉　絹ごし豆腐　こんぶ　みそ

豆腐と挽肉のみ
そ煮

たまねぎ　にんじん　いんげん　絹ごし豆腐　豚
ひき肉　みそ　きび砂糖　しょうゆ

白身魚の野菜あ
んかけ

春雨スープ
たまねぎ　にんじん　キャベツ　こんぶ　水　豚
ひき肉　はるさめ　しょうゆ みそ汁

たまねぎ　だいこん　にんじん　絹ごし豆腐　こ
んぶ　水　淡色みそ　こまつな 豚汁

七分つき米　水 おかゆ 七分つき米　水 そぼろがゆ 七分つき米　鶏ひき肉　しょうゆ　きび砂糖

3

おかゆ

土曜日

1 2

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日


