
土
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*初期前・10倍粥

大根のペースト、野菜スープ

胚芽米、大根

*初期後・10倍粥

大根と人参のペースト

麩のとろとろ煮、野菜スープ

胚芽米、大根、人参、麩

*中期・粥/後期・軟飯

豚肉と根菜の煮物、うどん汁

胚芽米、豚肉、里芋、人参、三度豆

醤油、三温糖、米粉めん、大根

里芋、人参、ほうれん草、味噌、だし

*中期/煮奴、りんご

豆腐、野菜、だし、りんご

*後期/煮奴、りんご

月 火 水 木 金 豆腐、野菜、だし、醤油、りんご

3 4 5 6 7 8

*初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥

ブロッコリーのペースト、野菜スープ ほうれん草のペースト、野菜スープ 人参のペースト、野菜スープ ほうれん草のペースト、野菜スープ さつまいものペースト、野菜スープ 人参のペースト、野菜スープ

胚芽米、ブロッコリー 胚芽米、ほうれん草 胚芽米、人参 胚芽米、ほうれん草 胚芽米、さつまいも 胚芽米、人参

*初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥

ブロッコリーとチンゲン菜のペースト ほうれん草と玉葱のペースト 人参と小松菜のペースト ほうれん草とキャベツのペースト さつまいもとほうれん草のペースト 人参とほうれん草のペースト

豆腐のとろとろ煮、野菜スープ 白身魚のとろとろ煮、野菜スープ 白身魚のとろとろ煮、野菜スープ ささみのとろとろ煮、野菜スープ 豆腐のとろとろ煮、野菜スープ 豆腐のとろとろ煮、野菜スープ

胚芽米、ブロッコリー、チンゲン菜、豆腐 胚芽米、ほうれん草、玉葱、白身魚 胚芽米、人参、小松菜、白身魚 胚芽米、ほうれん草、キャベツ、ささみ 胚芽米、さつまいも、ほうれん草、豆腐 胚芽米、人参、ほうれん草、豆腐

*中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯

筑前煮、すまし汁 煮魚、麩のみそ汁 魚のミルク煮、大根のみそ汁 豚肉と豆腐の煮物、わかめスープ すき焼き風煮、さつまいものみそ汁 鶏肉と豆腐の煮物、コーンスープ

胚芽米、鶏肉、里芋、人参、ブロッコリー 胚芽米、白身魚、里芋、人参 胚芽米、白身魚、三度豆、南瓜、塩 胚芽米、豚肉、豆腐、ほうれん草、塩 胚芽米、牛肉、豆腐、ほうれん草、麩 胚芽米、鶏肉、ほうれん草、人参

三度豆、三温糖、醤油、油、豆腐 ほうれん草、三温糖、醤油、麩、味噌 キャベツ、スキムミルク、大根、わかめ 人参、醤油、三温糖、玉葱、わかめ 玉葱、油、醤油、三温糖、さつまいも 豆腐、三温糖、醤油、人参

人参、わかめ、小松菜、だし わかめ、人参、玉葱、白菜、だし 人参、玉葱、小松菜、味噌、だし キャベツ、人参、ほうれん草、だし 玉葱、人参、ほうれん草、味噌、だし コーン、小松菜、塩、だし

*中期/チヂミ、りんご *中期/いも粥、りんご *中期/南瓜粥、オレンジ *中期/赤ちゃん菓子 *中期/スイートポテト、梨 *中期/甘煮、りんご

米粉、野菜、粉ミルク、豚肉、りんご 胚芽米、さつまいも、りんご 胚芽米、南瓜、オレンジ 赤ちゃん菓子 さつまいも、粉ミルク、梨 野菜、だし、りんご

*後期/チヂミ、りんご *後期/いも粥、りんご *後期/南瓜粥、オレンジ *後期/赤ちゃん菓子 *後期/スイートポテト、梨 *後期/甘煮、りんご

米粉、野菜、スキムミルク、豚肉、りんご 胚芽米、さつまいも、りんご 胚芽米、南瓜、オレンジ 赤ちゃん菓子 さつまいも、スキムミルク、梨 野菜、だし、みりん、りんご
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*初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥

チンゲン菜のペースト、野菜スープ 人参のペースト、野菜スープ キャベツのペースト、野菜スープ ほうれん草のペースト、野菜スープ 玉葱のペースト、野菜スープ

胚芽米、チンゲン菜 胚芽米、人参 胚芽米、キャベツ 胚芽米、ほうれん草 胚芽米、玉葱

*初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥

チンゲン菜と人参のペースト 人参と大根のペースト キャベツと南瓜のペースト ほうれん草と人参のペースト 玉葱と小松菜のペースト

白身魚のとろとろ煮、野菜スープ 白身魚のとろとろ煮、野菜スープ 豆腐のとろとろ煮、野菜スープ 白身魚のとろとろ煮、野菜スープ ささみのとろとろ煮、野菜スープ

胚芽米、チンゲン菜、人参、白身魚 胚芽米、人参、大根、白身魚 胚芽米、キャベツ、南瓜、豆腐 胚芽米、ほうれん草、人参、白身魚 胚芽米、玉葱、小松菜、ささみ

*中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯

煮魚、ビーフンスープ 魚のおろし煮、麩のみそ汁 ささみと野菜の煮物、春雨スープ 魚の野菜あんかけ、春雨のすまし汁 里芋のそぼろかけ、コンソメスープ

胚芽米、白身魚、里芋、人参 胚芽米、白身魚、里芋、人参 胚芽米、ささみ、南瓜、人参、豆腐、塩 胚芽米、白身魚、ほうれん草、人参 胚芽米、豚肉、ほうれん草、里芋

キャベツ、三温糖、醤油、ビーフン 大根、三温糖、醤油、麩、南瓜 ほうれん草、三度豆、油、三温糖、醤油 三度豆、三温糖、醤油、片栗粉 三温糖、醤油、片栗粉、小松菜

わかめ、人参、チンゲン菜、だし 玉葱、人参、味噌、だし わかめ、人参、キャベツ、春雨、だし 春雨、人参、ほうれん草、塩、だし キャベツ、人参、玉葱、塩、だし

*中期/煮奴、りんご *中期/パン粥、りんご *中期/煮込み春雨、バナナ *中期/みどり粥、梨 *中期/甘煮、りんご

豆腐、野菜、だし、りんご パン、粉ミルク、きなこ、りんご 春雨、野菜、だし、バナナ 胚芽米、青菜、梨 野菜、だし、りんご

*後期/煮奴、りんご *後期/トースト、りんご *後期/煮込み春雨、バナナ *後期/みどり粥、梨 *後期/甘煮、りんご

豆腐、野菜、だし、醤油、りんご パン、スキムミルク、きなこ、りんご 春雨、野菜、だし、醤油、バナナ 胚芽米、青菜、梨 野菜、だし、みりん、りんご
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*初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥

チンゲン菜のペースト、野菜スープ 玉葱のペースト、野菜スープ 大根のペースト、野菜スープ ほうれん草のペースト、野菜スープ キャベツのペースト、野菜スープ 人参のペースト、野菜スープ

胚芽米、チンゲン菜 胚芽米、玉葱 胚芽米、大根 胚芽米、ほうれん草 胚芽米、キャベツ 胚芽米、人参

*初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥

チンゲン菜と白菜のペースト 玉葱とじゃがいものペースト 大根と白菜のペースト ほうれん草と南瓜のペースト キャベツと玉葱のペースト 人参と玉葱のペースト

白身魚のとろとろ煮、野菜スープ ささみのとろとろ煮、野菜スープ 白身魚のとろとろ煮、野菜スープ 豆腐のとろとろ煮、野菜スープ 豆腐のとろとろ煮、野菜スープ 豆腐のとろとろ煮、野菜スープ

胚芽米、チンゲン菜、白菜、白身魚 胚芽米、玉葱、じゃがいも、ささみ 胚芽米、大根、白菜、白身魚 胚芽米、ほうれん草、南瓜、豆腐 胚芽米、キャベツ、玉葱、豆腐 胚芽米、人参、玉葱、豆腐

*中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯

煮魚、煮びたし風汁 豚肉と野菜のみそ煮、わかめスープ 魚のミルク煮、白菜のみそ汁 あんかけ豆腐、南瓜スープ すき焼き風煮、キャベツスープ 豚肉と野菜の煮物、豆腐のみそ汁

胚芽米、白身魚、里芋、人参、三度豆 胚芽米、豚肉、じゃがいも、玉葱 胚芽米、白身魚、三度豆、南瓜 胚芽米、豆腐、ほうれん草、人参、豆乳 胚芽米、牛肉、豆腐、キャベツ、麩 胚芽米、豚肉、ほうれん草、人参、南瓜

三温糖、醤油、豆腐、白菜 油、三温糖、醤油、味噌、わかめ スキムミルク、塩、わかめ、人参 玉葱、枝豆、三温糖、醤油、片栗粉 玉葱、油、醤油、三温糖、キャベツ 三温糖、醤油、片栗粉、豆腐、人参

人参、チンゲン菜、だし 小松菜、人参、塩、だし 人参、白菜、小松菜、味噌、だし 南瓜、玉葱、人参、塩、ほうれん草、だし 人参、小松菜、塩、だし わかめ、小松菜、玉葱、味噌、だし

*中期/人参米粉蒸しパン、りんご *中期/おやき、りんご *中期/いも煮、みかん *中期/煮奴、オレンジ *中期/おじや、バナナ *中期/ビーフンのくたくた煮、りんご

米粉、人参、粉ミルク、りんご 米粉、しらす干し、野菜、りんご じゃがいも、野菜、だし、みかん 豆腐、野菜、だし、オレンジ 胚芽米、野菜、だし、バナナ ビーフン、野菜、だし、りんご

*後期/人参米粉蒸しパン、りんご *後期/米粉、りんご *後期/いも煮、みかん *後期/煮奴、オレンジ *後期/おじや、バナナ *後期/ビーフンのくたくた煮、りんご

米粉、人参、スキムミルク、りんご 米粉、しらす干し、野菜、りんご じゃがいも、野菜、だし、醤油、みかん 豆腐、野菜、だし、醤油、オレンジ 胚芽米、野菜、だし、醤油、バナナ ビーフン、野菜、だし、醤油、りんご
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*初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥 *初期前・10倍粥

南瓜のペースト、野菜スープ ほうれん草のペースト、野菜スープ 大根のペースト、野菜スープ 人参のペースト、野菜スープ さつまいものペースト、野菜スープ 玉葱のペースト、野菜スープ

胚芽米、南瓜 胚芽米、ほうれん草 胚芽米、大根 胚芽米、人参 胚芽米、さつまいも 胚芽米、玉葱

*初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥 *初期後・10倍粥

南瓜と小松菜のペースト ほうれん草と人参のペースト 大根とほうれん草のペースト 人参と玉葱のペースト さつまいもとブロッコリーのペースト 玉葱とチンゲン菜のペースト

白身魚のとろとろ煮、野菜スープ ささみのとろとろ煮、野菜スープ 豆腐のとろとろ煮、野菜スープ ささみのとろとろ煮、野菜スープ 白身魚のとろとろ煮、野菜スープ 麩のとろとろ煮、野菜スープ

胚芽米、南瓜、小松菜、白身魚 胚芽米、ほうれん草、人参、ささみ 胚芽米、大根、ほうれん草、豆腐 胚芽米、人参、玉葱、ささみ 胚芽米、さつまいも、ブロッコリー、白身魚 胚芽米、玉葱、チンゲン菜、麩

*中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯 *中期・粥/後期・軟飯

煮魚、南瓜のみそ汁 豚肉と野菜のみそ煮、すまし汁 筑前煮、すまし汁 豚肉と野菜の煮物、コーンチャウダー 魚の野菜あんかけ、さつまいものみそ汁 ツナ南瓜、春雨スープ

胚芽米、白身魚、里芋、なす、三度豆 胚芽米、豚肉、ほうれん草、人参、油 胚芽米、鶏肉、里芋、人参、醤油、油 胚芽米、豚肉、ほうれん草、人参、南瓜 胚芽米、白身魚、人参、小松菜 胚芽米、ツナ、南瓜、玉葱、人参

玉葱、三温糖、醤油、麩、南瓜 ブロッコリー、三温糖、醤油、味噌 三度豆、ブロッコリー、大根、三温糖 三温糖、醤油、片栗粉、鶏肉、人参 三温糖、醤油、片栗粉、さつまいも 三温糖、醤油、春雨、白菜

わかめ、小松菜、味噌、だし 豆腐、わかめ、小松菜、人参、里芋、だし 豆腐、わかめ、人参、ほうれん草、だし 玉葱、ほうれん草、コーン、塩、だし わかめ、人参、玉葱、味噌、だし 人参、チンゲン菜、塩、だし

*中期/いも粥、りんご *中期/米粉蒸しパン、りんご *中期/粉ふき芋、グレープフルーツ *中期/おじや、バナナ *中期/甘煮、みかん *中期/煮奴、オレンジ

胚芽米、さつまいも、りんご 米粉、小豆、粉ミルク、りんご じゃがいも、青のり、グレープフルーツ 胚芽米、野菜、だし、バナナ 野菜、だし、みかん 豆腐、野菜、だし、オレンジ

*後期/いも粥、りんご *後期/米粉蒸しパン、りんご *後期/粉ふき芋、グレープフルーツ *後期/おじや、バナナ *後期/甘煮、みかん *後期/煮奴、オレンジ

胚芽米、さつまいも、りんご 米粉、小豆、スキムミルク、りんご じゃがいも、青のり、グレープフルーツ 胚芽米、野菜、だし、バナナ 野菜、だし、みりん、みかん 豆腐、野菜、だし、醤油、オレンジ

31

*初期前・10倍粥

小松菜のペースト、野菜スープ

胚芽米、小松菜

*初期後・10倍粥

小松菜と大根のペースト

白身魚のとろとろ煮、野菜スープ

胚芽米、小松菜、大根、白身魚

*中期・粥/後期・軟飯

魚のみそ煮、けんちん汁

胚芽米、白身魚、小松菜、人参、里芋

三温糖、味噌、豆腐、大根、油、塩

ほうれん草、人参、醤油、だし

*中期/南瓜粥、りんご

胚芽米、南瓜、りんご

*後期/南瓜粥、りんご

胚芽米、南瓜、りんご
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離乳食献立表
2022年度

♡材料の都合により、献立を変更

することがあります。

♡ミルクは別に用意しています。●初期（4～６カ月）嚥下を覚えます

どろどろ形態の食べものを飲み込む

ことを覚えます。スプーンのものを

口唇をとじて初めてゴックンします。

●中期（７～８カ月）舌食べを覚えます
舌を使ってつぶしたり混ぜたりする舌食べを
覚えます。やわらかく煮てあっても、
一定の形を保っているものを与えます。
舌の微妙な動かし方を覚えます。

●後期（９～１１カ月）歯食べに挑戦
歯はまだ生えていないので、奥歯が生える
直前の固い歯茎にのせてかんで食べます。
中期よりも少し固い食べものを与えます。



2022年度10月 献　　　立　　　表 ☆都合により献立を変更することがあります

お菓子（あられ）

園基準 １０月１日平均

461 440

17.3 16.9

14.9 14.7
211 242

2.3 1.8

米菓 お菓子（煎餅） 米菓 お菓子（クッキー） 米菓 お菓子（あられ）

お菓子（煎餅） 米菓 お菓子（クッキー） 米菓 お菓子（あられ）

米菓 米菓 お菓子（クッキー） お菓子（煎餅） 米菓 お菓子（あられ）

米菓 お菓子（煎餅） 米菓 お菓子（クッキー） お菓子（煎餅） お菓子（あられ）

米菓

エネルギー

たんぱく質

脂質
カルシウム

プチゼリー プチゼリー２個

プチゼリー プチゼリー２個

プチゼリー プチゼリー２個

こまつな　にんじん　ごま　ごま油
しょうゆ　塩こんぶ

けんちん汁
豆腐　油揚げ　だいこん　にんじん
ごぼう　ねぎ　ごま油　こんぶ
だし　しょうゆ　塩

胚芽米

さけのきのこ
みそ焼き

さけ　片栗粉　油　えのき　しめじ
みそ　三温糖　酒　米粉

小松菜の
塩昆布和え

牛乳 牛乳

かぼちゃもち
かぼちゃ　米粉　三温糖
油　きな粉

クッキー　せんべい

31 牛乳

御飯

じゃがいも　ひじき　ツナ
塩　油　上新粉

おかかおにぎり
ごま　焼きのり　しょうゆ　ごま油
かつお節　塩　胚芽米

お菓子 クッキー　せんべい大学芋
さつまいも　油　三温糖　しょうゆ
黒ごま

小豆蒸しパン
米粉　ベーキングパウダー
豆乳　油　ゆであずき

ひじきの
ハッシュポテト

お菓子

番茶 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

さつまいも　油揚げ　にんじん
たまねぎ　わかめ　だし　みそ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 お茶

はるさめ　はくさい　チンゲンサイ
中華だし　しょうゆ　塩　にんじん
えのき

なすのみそ汁
生揚げ　かぼちゃ　なす　ねぎ
たまねぎ　だし　みそ

豆腐すまし汁
豆腐　ほうれんそう　えのき
にんじん　さといも　こんぶ
だし　しょうゆ　塩

五目きのこ汁
豆腐　ほうれんそう　だいこん
しいたけ　にんじん　えのき　だし
こんぶ　しょうゆ　塩　しめじ

コーン
チャウダー

鶏肉　にんじん　たまねぎ　油
小麦粉　クリームコーン　塩
こしょう　コンソメ　豆乳

さつまいもと
玉葱のみそ汁

もやし　ほうれんそう　にんじん
ごま油　塩

ごぼうとコーン
のサラダ

ごぼう　にんじん　だし　しょうゆ
みりん　ハム　コーン
マヨドレ　ごま

ブロッコリーの
ごまサラダ

ブロッコリー　きゅうり　塩　ごま 春雨スープ

胚芽米

鶏肉　塩　こしょう　小麦粉　油
バター　マヨドレ　たまねぎ
赤ピーマン　ピーマン

れんこんバーグ
いわしの
かば焼き

いわし　しょうが　酒　片栗粉　油
しょうゆ　三温糖　みりん

きゅうりと
えのきの酢の物

きゅうり　えのき　かにかまぼこ
酢　三温糖　塩

ほうれん草の
白和え

ほうれんそう　にんじん　ひじき
しょうゆ　豆腐　塩　ごま　三温糖

もやしのナムル

パン

豚ひき肉　れんこん　たまねぎ　塩
こしょう　ホールトマト
マッシュルーム　コンソメ

24
麦御飯 胚芽米　押麦

トマトリゾット豚肉と昆布の
炒め煮

豚肉　しょうゆ　酒　刻みこんぶ
しょうが　ごま油　だし　しょうゆ
三温糖

鶏肉の
マヨネーズソテー

御飯

白玉粉　上新粉　豆腐　ゆであずき
三温糖

みかん オレンジ オレンジプルーン

御飯 胚芽米

27 牛乳

パン

お菓子 クッキー　せんべい お菓子 クッキー　せんべい

28 牛乳 29 牛乳

プチゼリーバナナ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

秋の米粉ケーキ
米粉　ベーキングパウダー　三温糖
豆乳　油　くりの甘露煮
りんごジャム

納豆おやき
納豆　キャベツ　うめ干し　ごま
あおのり　しらす干し　米粉
片栗粉　ごま油　しょうゆ

焼き芋 さつまいも　塩

はくさいの
煮びたし風汁

はくさい　チンゲンサイ　えのき
塩　油揚げ　しょうゆ
だし　こんぶ

切干大根の
スープ

切干だいこん　干しえび　にんじん
きくらげ　こまつな　中華だし　酒
塩　しょうゆ　こしょう

なめこのみそ汁

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

がんもどき
豆腐　ひじき　えだまめ　にんじん
塩　しょうゆ　片栗粉　油
コーンスターチ

かぼちゃスープ
ベーコン　かぼちゃ　たまねぎ
にんじん　ほうれんそう　中華だし
豆乳　塩　こしょう

豆腐　かぼちゃ　たまねぎ　わかめ
ねぎ　だし　みそ

もやしとわかめの
ナムル

もやし　にんじん　わかめ　ごま油
ごま　しょうゆ

ふ　なめこ　はくさい　だいこん
にんじん　ねぎ　だし　みそ

ほうれん草と
油揚げのお浸し

ほうれんそう　にんじん　油揚げ
だし　しょうゆ　みりん

かぼちゃの
みそ汁

御飯 胚芽米

きゅうりの
酢の物

きゅうり　にんじん　わかめ　酢
三温糖　塩

じゃが芋
きんぴら

じゃがいも　油　塩　ごぼう
三温糖　にんじん　油　しょうゆ
ごま

さわらとごぼうの
煮つけ

さわら　ごぼう　しょうが　三温糖
酒　しょうゆ

豚肉と野菜の
ごま炒め

豚肉　しょうが　にんにく　ごま
しょうゆ　酒　たまねぎ　ねぎ　油

ほっけの塩焼き ほっけ　塩　油

御飯 胚芽米 栗御飯 胚芽米　栗　塩

20 牛乳

麦御飯 胚芽米　押麦

17 牛乳 18 牛乳 19 牛乳

お菓子 クッキー　せんべい お菓子 クッキー　せんべい

21 牛乳 22 牛乳

プチゼリー プチゼリー２個

胡麻みたらし
団子

白玉粉　豆腐　三温糖
しょうゆ　みりん　片栗粉　ごま

揚げパンきなこ
スティック

米粉パン　油　きな粉　三温糖　塩 もちもちぱん
白玉粉　塩　牛乳　粉チーズ
黒ごま　油

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

豆腐旨煮椀
豆腐　鶏ささ身　キャベツ
にんじん　しいたけ　ねぎ　酒
塩　こしょう　片栗粉　ごま油

春雨のすまし汁
はるさめ　ほうれんそう　にんじん
えのき　ねぎ　こんぶ
だし　しょうゆ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

あじのごま焼き

キャベツ　たまねぎ　にんじん
えのき　ベーコン　コンソメ　塩

ビーフンの
スープ

ビーフン　わかめ　チンゲンサイ
塩　にんじん　コーン
中華だし　ねぎ

だんご汁
白玉粉　豚肉　かぼちゃ　たまねぎ
ごぼう　なめこ　ねぎ　油　だし
みそ　酒　みりん

キャベツの
じゃこ炒め

しらす干し　キャベツ
チンゲンサイ　にんじん　油
三温糖　しょうゆ

コンソメスープ

あじ　塩　酒　ごま　油 さばのおろし煮
さば　しょうゆ　三温糖　酒
しょうが　だいこん　だし

納豆の
おとし揚げ

納豆　コーン　米粉　塩　油

ほうれんそう　にんじん　油揚げ
だし　しょうゆ　みりん

かれい　酒　油　三温糖　しょうゆ
みりん　片栗粉

御飯 胚芽米

ほうれん草の
納豆あえ

ほうれんそう　はくさい
納豆　しょうゆ

はるさめと
もやしのソテー

はるさめ　もやし　にんじん　にら
コーン　ごま油　しょうゆ　塩

御飯 胚芽米 御飯 胚芽米 麦御飯 胚芽米　押麦

10 11 牛乳 12 牛乳

お菓子 クッキー　せんべい
いもいも
ドーナツ

さつまいも　片栗粉　三温糖
ベーキングパウダー　油

お菓子 クッキー　せんべいチヂミ
キャベツ　にら　豚ひき肉　コーン
おから　片栗粉　かつお節　ごま油
あおのり　塩　しょうゆ

さつまいも
蒸しパン

さつまいも　米粉　三温糖
ベーキングパウダー　豆乳　油

かぼちゃの
ソフトクッキー

かぼちゃ　三温糖　油　はちみつ
米粉　おから

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

豆腐みそ汁
豆腐　にんじん　もやし　えのき
たまねぎ　ほうれんそう
だし　みそ

湯葉のすまし汁
干し湯葉　わかめ　にんじん
チンゲンサイ　ながいも
こんぶ　だし　しょうゆ

かぼちゃの
みそ汁

生揚げ　かぼちゃ　たまねぎ
にんじん　わかめ　ほうれんそう
だし　みそ

納豆汁
納豆　だいこん　たまねぎ　ねぎ
にんじん　こまつな　みそ　だし

野菜サラダ
コーン　キャベツ　ほうれんそう
きゅうり　ノンオイルドレッシング

蒸し野菜の
サラダ

ブロッコリー　キャベツ　にんじん
さつまいも　塩　油　レモン果汁

コーンスープ
クリームコーン　干ししいたけ
にんじん　ねぎ　中華だし　塩
片栗粉　豆腐

キーマカレー

豚ひき肉　たまねぎ　しょうが
にんにく　にんじん　油　カレー粉
グリンピース　トマトピューレ
ソース　塩

牛肉と蓮根の
炒め物

牛肉　塩　酒　れんこん　にんじん
たまねぎ　にんにく　油　しょうゆ
三温糖

小松菜の
ごまあえ

こまつな　にんじん　コーン　ごま
しょうゆ　三温糖

白菜とハムの
サラダ

はくさい　コーン　ハム
フレンチドレッシング

キャベツとツナの
サラダ

ツナ　キャベツ　にんじん　油　酢
塩　こしょう

御飯 胚芽米 麦御飯 胚芽米　押麦

鶏のから揚げ
鶏肉　しょうが　しょうゆ　酒
片栗粉　焼きのり　油

ぶりの照り焼き
ぶり　しょうゆ　みりん
三温糖　酒　油

おさかなバーグ
いわし　しょうが　にんにく
鶏ひき肉　たまねぎ　片栗粉
塩　油　ケチャップ

7 牛乳 8 牛乳

焼きもろこし飯 胚芽米　コーン　油　しょうゆ 御飯 胚芽米 御飯 胚芽米

3 牛乳 4 牛乳 5 牛乳 6 牛乳

牛乳

いんげんと
ささ身の
マヨドレ和え

いんげん　鶏ささ身　にんじん
ごま　しょうゆ　マヨドレ

とん汁うどん

牛乳

お菓子 クッキー　せんべい

鉄

プチゼリー２個

牛乳

土曜日

1

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

キッズビビンバ

胚芽米　豚ひき肉　鶏ひき肉　油
ねぎ　しょうが　にんにく
しょうゆ　酒　三温糖　もやし
にんじん　塩　ほうれんそう
ごま油　ごま

ツナとトマトの
スパゲティー

米粉めん　こまつな　ケチャップ
たまねぎ　ホールトマト　ツナ
ワイン　塩　油　パセリ

カレービーフン
ビーフン　豚肉　たまねぎ　三温糖
にんじん　もやし　にら　油
中華だし　酒　カレー粉　塩

15 牛乳

りんご りんご プルーン プルーン オレンジ オレンジ

りんご りんご プルーン プルーン バナナ バナナ

プチゼリー プチゼリー２個 梨

梨

13 牛乳

ほうれん草と
油揚げのお浸し

14 牛乳

白身魚の
照り焼き

牛乳

りんご りんご

プルーン プルーン りんご

牛乳 25 牛乳

豆腐団子

りんご りんご みかん

26 牛乳

牛乳

プルーン

りんご グレープフルーツ グレープフルーツ バナナ

あじの煮つけ

御飯

あじ　しょうゆ　三温糖　酒
しょうが

胚芽米

ハレルヤ保育園
0728685541

みかん

梨

バナナ みかん

梨

牛乳

バナナ

胚芽米　たまねぎ　にんじん
油　豆乳　ツナ　にんにく
ホールトマト　クリームコーン
コンソメ　塩　パセリ　えのき

米粉めん　豚肉　だいこん
にんじん　さといも　ごぼう　ねぎ
ごま油　 だし　みそ　みりん

パプリカ情報 ほしぐみさんが植えたパプリカですが葉がたくさん
生い茂ってきました。少しずつ実もできて
収穫を待ち望んでいるのですが、実がしぼんでしまったり
立派な実が出来ても色づく前に落ちてしまったり前途多難です・・・。
が、立派に育った実は野菜炒めに入れていただきました！
赤や黄色のパプリカでなくてもほしぐみさんが育てたパプリカは
とてもおいしかったです！

10/21（金）は秋の遠足です。車塚公園に行きます。
給食はありませんので、お弁当のご準備をよろしくお願
いします。
なお、雨天の場合も給食はありません。


