
2022年10月の献立 (離乳食　中期)

鶏団子のスー
プ

金曜日

さつま芋ポター
ジュスープ

さつま芋ポター
ジュスープ

だいこん　人参　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

ポークビーンズ

スポーツの日 けんちん汁
たまねぎ　人参　だいこん　絹ごし
豆腐　鶏ひき肉　こんぶ　しょうゆ

豆腐サラダ風
絹ごし豆腐　たまねぎ　人参　きゅ
うり　酢　しょうゆ　片栗粉

きな粉パンがゆ

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 土曜日

1

七分つき米　水　たまねぎ　人参
鶏ひき肉　ケチャップ　食塩

野菜のスープ
たまねぎ　人参　キャベツ　じゃが
いも　鶏ひき肉　こんぶ

おじや
七分つき米　人参  だいこん　鶏ひき
肉　しょうゆ

具だくさん汁
人参　だいこん　たまねぎ　こんぶ
豚ひき肉　みそ　絹ごし豆腐
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おかゆ 七分つき米 ピラフ風
七分つき米　たまねぎ　人参　鶏ひ
き肉　食塩

煮込みうどん
ゆでうどん　たまねぎ　人参　こん
ぶ　豚ひき肉　しょうゆ　きび砂糖
食塩

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　人参　豚ひ
き肉　ケチャップ　中濃ソース　食
塩

すまし汁
たまねぎ　人参　じゃがいも　こん
ぶ　食塩　しょうゆ

野菜のスープ
たまねぎ　人参　はくさい　こんぶ
食塩

じゃが芋のそ
ぼろ煮

たまねぎ　人参　じゃがいも　豚ひ
き肉　しょうゆ　きび砂糖

豚汁
たまねぎ 人参 だいこん こんぶ 豚ひ
き肉 じゃがいも 絹ごし豆腐 みそ

ミネストロー
ネスープ

たまねぎ 人参 こんぶ じゃがいも
キャベツ 鶏ひき肉 ケチャップ 食塩

麻婆豆腐風
たまねぎ　人参　豚ひき肉　絹ごし
豆腐　みそ　しょうゆ　片栗粉

たまねぎ 人参 だいず じゃがいも
ホール トマト 水 豚ひき肉 ケチャッ
プ

さつまいもと
大豆の煮物

ポークビーンズ
さつまいも　たまねぎ　人参　鶏ひ
き肉　だいず　しょうゆ　きび砂糖

にんじんがゆ
七分つき米　人参　たまねぎ　鶏ひ
き肉　食塩

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

たまねぎ　人参　ケチャップ　食塩
豚ひき肉　マカロニ

ミートマカロニ さつま芋がゆ さつまいも　七分つき米

さつまいも　たまねぎ　こんぶ　育
児用ミルク　食塩

シチュー
人参　たまねぎ　じゃがいも　昆布
育児用ミルク　鶏ひき肉　食塩

たまねぎ 人参 キャベツ 鶏ひき肉 絹
ごし豆腐 こんぶ 片栗粉 食塩 しょう
ゆ

野菜スープ
人参　たまねぎ　だいこん　こんぶ
キャベツ　豚ひき肉　食塩

けんちん汁
たまねぎ　人参　だいこん　こんぶ
鶏ひき肉　絹ごし豆腐　しょうゆ
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おかゆ 七分つき米
あんかけうど
ん

たまねぎ 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

おかゆ 七分つき米 おかゆ 七分つき米
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　食塩

みそ汁
たまねぎ　人参　かぶ　絹ごし豆腐
こんぶ　みそ

みそ汁
たまねぎ　人参　じゃがいも　絹ご
し豆腐　こんぶ　みそ

野菜のスープ
たまねぎ　人参　キャベツ　じゃが
いも　鶏ひき肉　こんぶ　食塩

白身魚のみぞ
れあんかけ

だいこん　たまねぎ　人参　たら
キャベツ　もやし　しょうゆ　片栗
粉

豆腐団子と野
菜のあんかけ

たまねぎ　人参q　鶏ひき肉　木綿豆
腐　きび砂糖　しょうゆ　片栗

白身魚の野菜
あんかけ

たまねぎ　人参　キャベツ　たら
片栗粉　しょうゆ

パンがゆ 食パン　育児用ミルク 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

かぼちゃリ
ゾットがゆ

七分つき米　かぼちゃ　鶏ひき肉 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　きび砂糖

おじや
七分つき米　人参  だいこん　鶏ひき
肉　しょうゆ

ミネストロー
ネスープ

たまねぎ 人参 じゃがいも キャベツ
鶏ひき肉 こんぶ ケチャップ 食塩

豚汁
だいこん 人参 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

野菜のスープ
たまねぎ　人参　キャベツ　じゃが
いも　鶏ひき肉　こんぶ　食塩

具だくさん汁
人参 だいこん たまねぎ さつまいも
こんぶ 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　こんぶ
豚ひき肉　みそ　絹ごし豆腐
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おかゆ 七分つき米 ピラフ風
七分つき米　たまねぎ　人参　鶏ひ
き肉　食塩

納豆がゆ
七分つき米　納豆　こまつな　しょ
うゆ

おかゆ 七分つき米 煮込みうどん
ゆでうどん　たまねぎ　人参　こん
ぶ　豚ひき肉　しょうゆ　きび砂糖
食塩

そぼろがゆ
七分つき米　　鶏ひき肉　しょうゆ
きび砂糖

みそ汁
たまねぎ　人参　じゃがいも　絹ご
し豆腐　こんぶ　みそ

野菜のスープ
たまねぎ　人参　はくさい　こんぶ
食塩

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

豚汁
たまねぎ 人参 だいこん こんぶ 豚ひ
き肉 じゃがいも 絹ごし豆腐 みそ

じゃが芋のそ
ぼろ煮

たまねぎ　人参　じゃがいも　豚ひ
き肉　しょうゆ　きび砂糖

豚汁

白身魚の野菜
あんかけ

たまねぎ　人参　キャベツ　たら
片栗粉　しょうゆ

たまねぎ 人参 だいず じゃがいも
ホール トマト 水 豚ひき肉 ケチャッ
プ

さつまいもと
大豆の煮物

さつまいも　たまねぎ　人参　鶏ひ
き肉　だいず　しょうゆ　きび砂糖

たまねぎ　人参　ケチャップ　食塩
豚ひき肉　マカロニ

しらすがゆ
七分つき米　人参　しらす干し
しょうゆ

鶏五目風がゆミートマカロニ
七分つき米　人参　だいこん　鶏ひ
き肉　しょうゆ　きび砂糖

大根がゆ 七分つき米 だいこん しらす干し 青のり 食パン　育児用ミルク　きな粉 さつま芋がゆ さつまいも　七分つき米きな粉パンがゆ

人参　たまねぎ　だいこん　昆布だ
し汁　じゃがいも　豚ひき肉　みそ

シチュー
人参　たまねぎ　じゃがいも　昆布
育児用ミルク　鶏ひき肉　食塩

たまねぎ　人参　だいこん　こんぶ
鶏ひき肉　絹ごし豆腐　しょうゆ

野菜スープけんちん汁
人参　たまねぎ　だいこん　こんぶ
キャベツ　豚ひき肉　食塩

たまねぎ 人参 キャベツ 鶏ひき肉 絹
ごし豆腐 こんぶ 片栗粉 食塩 しょう
ゆ

具だくさん汁
人参　だいこん　たまねぎ　こんぶ
豚ひき肉　絹ごし豆腐　みそ
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具だくさん汁
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おかゆ 七分つき米 おかゆ 七分つき米
あんかけうど
ん

たまねぎ 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

おかゆ 七分つき米 パンがゆ 食パン　育児用ミルク
ドライカレー
風がゆ

七分つき米　たまねぎ　人参　豚ひ
き肉　ケチャップ　中濃ソース　食
塩

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

すまし汁
たまねぎ　人参　じゃがいも　こん
ぶ　食塩　しょうゆ

豆腐サラダ風
絹ごし豆腐　たまねぎ　人参　きゅ
うり　酢　しょうゆ　片栗粉

みそ汁
たまねぎ　人参　かぶ　絹ごし豆腐
こんぶ　みそ

ワンタンスー
プ

たまねぎ　人参　こんぶ　豚ひき肉
ワンタンの皮　しょうゆ

ミネストロー
ネスープ

たまねぎ 人参 こんぶ じゃがいも
キャベツ 鶏ひき肉 ケチャップ 食塩

白身魚のみぞ
れあんかけ

だいこん　たまねぎ　人参　たら
キャベツ　もやし　しょうゆ　片栗
粉

麻婆豆腐風
たまねぎ　人参　豚ひき肉　絹ごし
豆腐　みそ　しょうゆ　片栗粉

豆腐団子と野
菜のあんかけ

たまねぎ　人参q　鶏ひき肉　木綿豆
腐　きび砂糖　しょうゆ　片栗

かぼちゃのコ
ロッケ

たまねぎ　かぼちゃ　豚ひき肉　小
麦粉　パン粉　油

にんじんがゆ
七分つき米　人参　たまねぎ　鶏ひ
き肉　食塩

パンがゆ 食パン　育児用ミルク 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

大根がゆ 七分つき米 だいこん しらす干し 青のり 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

さつま芋がゆ さつまいも　七分つき米　

さつまいも　たまねぎ　こんぶ　育
児用ミルク　食塩

ミネストロー
ネスープ

たまねぎ 人参 じゃがいも キャベツ
鶏ひき肉 こんぶ ケチャップ 食塩

豚汁
だいこん 人参 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

具だくさん汁
人参　たまねぎ　だいこん　昆布だ
し汁　じゃがいも　豚ひき肉　みそ

豚汁
だいこん 人参 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

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

31

おかゆ 七分つき米

みそ汁
たまねぎ　人参　じゃがいも　絹ご
し豆腐　こんぶ　みそ

白身魚の野菜
あんかけ

たまねぎ　人参　キャベツ　たら
片栗粉　しょうゆ

かぼちゃリゾッ
トがゆ

七分つき米　かぼちゃ　鶏ひき肉

野菜のスープ
たまねぎ　人参　キャベツ じゃがい
も　鶏ひき肉　こんぶ　食塩

運動会　（協力保育）

苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

ケチャップが
ゆ

鶏団子のスー
プ

給食だより
秋のさわやかな気候にかわり、園庭では運動会の練習風景がみられるようになりました。

運動会が終わると遠足も待っています。子どもたちが元気に体を動かして過ごせるように、

新米をはじめ、秋の実りを沢山届けたいと思います。

≪今月の果物≫

りんご、なし、みかん、柿、巨峰など

※献立は、材料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。

10/7 運動会にむけて「かけっこ勝つカレー」！


