
運動会シーズンになりました。

スポーツには、デンプン質・脂肪、また 反射神経を高めるたんぱく質が効果的です。

更には秋に寒い冬を元気に過ごす丈夫な体を作る準備期間でもあります。

バランスの良い離乳食で運動会 頑張って下さい。

オニオンスープ

玉葱、人参、じゃが芋のケチャップ煮　　清し汁

じゃが芋の軟らか煮

コーンスープ コーンスープ 春雨ときゅうりのすりつぶし煮　　コーンスープ バター少なめベイクドポテト

マッシュポテトサラダ　　オニオンスープ 甘さ控えめ プチケーキ

軟らか焼き芋　　湯し豆腐

28 水
蒸鶏のレモンソースかけ　　野菜のみじん煮 きざみ鶏のレモン風煮　　わかめ抜きぽってり煮 鶏のすりつぶし煮　人参のマッシュ

14 水
きざみソーキ汁（骨抜きソーキ、昆布、人参、冬瓜）

カレーライス　　　清し汁

人参、冬瓜の清し汁

10 月   　離 乳 食  　予 定 献 立 表　　（　　期）

日
曜

後 期 （かみかみ） 中 期 （もぐもぐ） 前 期 （ごっくん）
お や つ

日
中　  期
後　  期

1 木
煮込みハンバーグ　　大根の軟らか煮 みじん野菜のそぼろ煮　　大根のみじん煮 魚と玉葱のどろどろ煮　大根とトマトのペースト 蒸しパン

小松菜とトマトのきざみ煮　　セロリーのみそ汁 小松菜とトマトのみじん煮　　セロリーのみそ汁 小松菜のどろどろ煮　　清し汁 蒸しパン

2 金
豆腐ステーキのミート野菜あんかけ　木くらげ抜き 豆腐ステーキのミート野菜あんかけ　木くらげ抜き 豆腐どろどろ煮　　ブロッコリーのペースト 黒糖減しっとりタンナファクル

3 土
野菜入りおじや

調理パン
鶏肉入り軟らか うどん　　 鶏肉入りくたくた うどん　　

白身魚のすりつぶし煮　根菜の軟らか煮

くたくたうどん

きゅうりとわかめの酢の物　チンゲンと卵の清し汁 きゅうりのみじん煮　　チンゲンの清し汁 人参と玉葱のおろし煮　　チンゲンの清し汁 黒糖減プチタンナファクル

軟らかクリームシチュー みじんクリームシチュー

5 月

きざみ豚かつカレー みじん豚かつカレー 魚と人参のつぶし煮　　 さつま芋のつぶしだんご

煮魚とブロッコリーのつぶし煮　　トマトペースト

ひじきチラガー、こんにゃく抜き軟らか煮 人参ともやしのみじん煮　　キャベツの清し汁 人参ともやしのどろどろ煮　　キャベツの清し汁

6 火
鶏肉のきざみ軟らかに　　きざみ野菜のそぼろ煮 鶏肉のみじん軟らか煮　　みじん野菜のそぼろ煮 鶏肉のつぶし煮　　南瓜のペースト 根菜入りおじや

玉葱と麩の清し汁 玉葱と麩の清し汁 人参ともやしのどろどろ煮　　おろし麩の清し汁 ビスケット抜きヨーグルトパイ

7 水
ポテトグラタン　　きざみ軟らかごぼうサラダ ポテトグラタン　　ごぼうのみじん軟らか煮 ポテトのチーズ煮　　うらごしトマト みそ味 ぽってり粥

小松菜のお浸し　　野菜スープ 小松菜の煮浸し　　野菜スープ どろどろ小松菜　　人参スープ みそ味 おじや

8 木
豚レバーのあんかけ　　野菜のチーズ焼き 豚レバーのくず煮　　野菜のチーズからめ 魚のつぶし煮　　キャベツのどろどろ煮 野菜入りおじや

チンゲンのスープ チンゲンのスープ 人参のすりつぶし　　チンゲンのスープ ふっくらお好み焼き

9 金
白身魚のだし煮　　皮むききざみトマト 白身魚のほぐし煮　　皮むきみじんトマト 白身魚のすりつぶし煮　　トマトペースト 砂糖減よれよれマフィン

大根と人参の軟らか煮　　水菜と麩の清し汁 大根と人参のみじん煮　　水菜と麩の清し汁 大根と人参のマッシュ　　水菜と麩の清し汁 砂糖減ふっくらマフィン

調理パン

10 土
根菜入りおじや

調理パン

12 月
軟らか千草焼き　　キャベツの清し汁 しいたけ抜き炒り豆腐の卵黄とじ ブロッコリーと豆腐のすりつぶし煮

甘さ控えめ しっとりケーキ

みじんちくわの磯辺焼き ちくわのみじん煮

軟らかプチ大学芋

13 火
魚とブロッコリーのチーズ焼き　　ポテトサラダ 煮魚のほぐしブロッコリーのたき合わせ

みじんポテトサラダ　　オニオンスープ

つぶし芋魚のつぶし煮　　根菜とほうれん草のどろどろ煮

豆腐の清し汁 豆腐の清し汁 清し汁

みじんソーキ汁（骨抜きソーキ、昆布、人参、冬瓜） 白身魚のすりつぶし　　根菜の軟らか煮

野菜入りべとべとそば おじや

小松菜と人参の豆腐和え みじん小松菜と人参の豆腐和え 豆腐と人参のペースト　　小松菜のどろどろ煮 ころころジューシーおにぎり

トマト風味シチュー　　ポテトサラダ トマト風味みじんシチュー　　みじんポテトサラダ

16 金
豚肉と野菜入り煮込みそば 豚肉と野菜入りみじん煮込みそば

15 木
煮魚　　からし菜の卵とじ　　 煮魚のほぐし　　みじんからし菜の卵黄とじ

17 土
根菜入りおじや

調理パン

19 月

20 火
きざみ魚の唐揚げ　　きのこと小松菜のお浸し ほぐし煮魚　 魚のすりつぶし野菜ペーストかけ 蒸しパン

セロリースープ きのこと小松菜のみじん煮浸し　セロリースープ 小松菜のどろどろ煮　　セロリースープ プチバナナケーキ

プチハンバーグ　　パプリカと人参のきざみ煮 豚肉の軟らかそぼろ煮　　南瓜の清し汁 魚のすりつぶし煮　　パプリカのどろどろ煮 根菜入りおじや

南瓜の清し汁 パプリカと人参のみじん煮 人参ペースト　　南瓜の清し汁 みじんきゅうりとボイルウィンナー

パプリカとポテトの軟らか煮　アーサ汁 パプリカとポテトのみじん煮　アーサ汁 パプリカのどろどろ煮　　南瓜スープ プチ豆腐スコーン

21 水
フルーツヨーグルト　　清し汁 フルーツヨーグルト　　清し汁 フルーツヨーグルト　　　清し汁 さつま芋の輪切り

プチドーナツ

軟らか焼き芋　　湯し豆腐

22 木
鶏レバーと人参の酢豚風 レバーと人参のみじん煮 レバーと人参のすりつぶし煮 蒸しパン

24 土
野菜入りおじや

調理パン

23 金

焼き芋のつぶし　　湯し豆腐のすりつぶし

蒸しパン

26 月
茄子とトマト入りスパゲティのスープ煮 茄子とトマト入りスパゲティのどろどろ煮 トマト入りスパゲティのつぶし煮　 魚と根菜の雑炊

人参とピーマンの白和え　　長ネギのスープ 人参とピーマンの白和え　　長ネギのスープ 人参とレタスの白和え　　長ネギのスープ ころころ鮭おにぎり

27 火
こんにゃく抜き軟らか煮付け こんにゃく抜きみじん煮付け 魚と大根のつぶし煮　　チンゲンペースト 蒸しパン

チンゲンのお浸し　　麩とネギの清し汁 チンゲンの煮付け　　麩とネギの清し汁 人参とインゲンのマッシュ　　麩とネギの汁 黒糖減アガラサー

☆ 主食（ 全粥　７倍粥　10倍粥 ）と フルーツ と ミルク が紙面上 省かれています。

ハンバーグのスープ煮　きざみサラダ　 牛肉と野菜のみじん軟らか煮　　マッシュポテト 魚のどろどろ煮　とろとろマッシュポテト　 スポンジケーキのきざみ

みじんトマト　　ブロッコリーのスープ　　フルーツ トマトのマッシュ　きゅうりおろし煮　ブロッコリースープ

魚のすりつぶし　　野菜入りべとべと焼きそば

ふっくらスポンジケーキ

根菜入りおじや
31 土

30

野菜と豚肉のみじん煮焼きそば 野菜と豚肉のぽってり煮焼きそば

金

スープ スープ 清し汁

29 木
カレイのムニエル　　茹ブロッコリー カレイのほぐし煮　　茹みじんブロッコリー

白身魚のどろどろ煮　　　根菜の軟らか煮

軟らかきんぴらごぼう　　白菜のみそ汁 ごぼうと人参のみじん煮　　白菜のみそ汁

清し汁

蒸しパン

ほうれん草のどろどろ煮　　人参ペースト

つぶし芋

軟らか芋

蒸しパン

調理パン

白身魚のどろどろ煮　　　根菜の軟らか煮　

清し汁

魚のすりつぶし煮　　根菜の軟らか煮

弁当会

清し汁 清し汁 清し汁 調理パン

ブロッコリーのスープ　　フルーツ

カレイのすり流し　　ブロッコリーのどろどろ煮 蒸しパン

人参のマッシュ　　白菜の清し汁 コーンフレークミルク


