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天高く馬肥ゆる秋というように、すがすがしい実りの秋が
やってきました。
秋の味覚といえば、さんま、栗、まつたけ、ぶどう、梨、柿
新米とたくさんの食材が私たちを楽しませてくれます。
秋は食欲もぐんとアップ！好き嫌いをなくす良い機会かも
しれません♪

異世代との食事のすすめ

環境や文化の違う人と一緒に食事をす

ることは、新鮮な刺激から人に興味を持

ち、他人への配慮や思いやりの気持ちを

育むことができます。特に高齢者との食

事では、先人の知恵や食文化の歴史、

長寿と食事

いま世界では、伝統的な日本食が健康＆

長寿食として注目されています。米を基本

に、野菜や豆類、魚を組み合わせた昔な

がらの和食は、栄養バランスがよいとされ

ています。また、酢や海藻類も健康によい

食べ物です。長生きできる体を食べ物から

お米は栄養たっぷり

ごはんは、味が淡泊でおかずにも合い、よく噛

むことで唾液に含まれるホルモンが脳を活性

化します。また、食後の血糖値も上がりにくく、

ゆっくり吸収されるため腹もちがよく、脂質が

子どもが元気になる食事

元気な１日のスタートは朝ごはんから。朝食をしっ

かりとるためにも、夕食は早めにして睡眠中は胃

腸を休ませましょう。メニューは、簡単でも栄養バ

ランスを考え、食べやすく。できるだけ家族そろっ

て楽しく食事をすることで心の元気もチャージでき



日 朝おやつ こんだて おやつ （あか）血や肉をつくる （きいろ）熱や力になる （みどり）体の調子を整える

1日（水） バナナ
玄米ご飯　鶏肉のさっぱり煮　切り干し大
根のゴマサラダ　なすのみそ汁　オレンジ

牛乳
くずもち

鶏肉　きざみ揚げ　みそ　牛乳
きな粉

米　玄米　片栗粉　砂糖　ごま
マヨネーズ　黒糖　くず粉

ブロッコリー　切干大根　人参　コーン
なす　チンゲン菜　にんにく　生姜　きゅ
うり
オレンジ

2日（木） せんべい

麦ご飯　豚肉のしょうが焼き　キャベツの
おかか和え　ポテトサラダ　豆腐の味噌汁
りんご

牛乳
ショートブレッド

豚肉　みそ　糸かつお　豆腐　ワ
カメツナ　牛乳

米　押麦　小麦粉　片栗粉　砂糖
じゃが芋　マヨネーズ　油　バター

玉ねぎ　キャベツ　きゅうり　人参　生姜
ねぎ　りんご

3日（金） ムース
はんだまご飯　魚の西京焼き　赤うり
梅和え　ゴーヤーチャンプルー　そう
めん汁　　バナナ

牛乳
ピザトースト

魚　みそ  豆腐　卵　牛乳
ウィンナー　チーズ

米　そうめん　砂糖　油　バター
はんだま　長ねぎ　ゴーヤ　玉ねぎ　人
参　赤うり　ねり梅　椎茸　ねぎ　バナナ
ピーマン

4日（土） チーズ
中華丼　春雨のごま和え
中華スープ　杏仁フルーツ

牛乳
バウムクーヘン

豚肉　ツナ　厚揚げ　牛乳
米　押麦　春雨　片栗粉　ごま油
ごま　砂糖　油　杏仁
バウムクーヘン

白菜　人参　ちんげん菜　椎茸　生姜
きくらげ　きゅうり　パプリカ　大根葉
コーン　みかん缶

6日（月） バナナ
あわご飯　鶏肉のピザ焼き
千切りイリチー　青菜のスープ　オレ
ンジ

牛乳
りんごマフィン

鶏肉　チーズ　豚肉　昆布　牛乳
卵

米　もちきび　油　砂糖　小麦粉
バター

玉ねぎ　マッシュルーム　にんにく　ピーマン
パセリ　ブロッコリー　切干大根　糸こんにゃく
椎茸　　チンゲン菜　えのき　コーン　白ねぎ　オ
レンジ　りんご

7日（火） コッペパン
麦ご飯　ぎせい豆腐　青菜の納豆あえ
豚汁　すいか

牛乳
チーズケーキ

豆腐　鶏ミンチ　卵　納豆　のり
豚肉　豚レバー　みそ　牛乳
クリームチーズ　生クリーム

米　押麦　砂糖　油　じゃが芋
さつま芋　クラッカー　小麦粉

玉ねぎ　パプリカ　椎茸　小松菜　人参
大根　ごぼう　ねぎ　すいか

8日（水） チーズ
黒米ご飯　さんまの梅煮　人参しりし
り　　　　　　　　　　　いんげんごま和え
へちまのみそ汁　　　りんご

牛乳
フレンチトースト

さんま　青さのり　卵　豆腐　みそ
牛乳

米　黒米　黒糖　ごま砂糖　油
食パン　バター

人参　玉ねぎ　いんげん　梅干
にら　へちま　生姜　りんご

9日（木） ムース
麦ご飯　とんかつ　コールスロー
大根の煮物　南瓜のみそ汁　バナナ

アイスクリーム
バタークッキー

豚肉　卵　ちくわ　厚揚げ　みそ
牛乳

米　押麦　小麦粉　パン粉　油
マヨネーズ　砂糖　アイス　クッ
キー

キャベツ　黄パプリカ　にんにく　人参
椎茸　いんげん　大根　南瓜　しめじ
貝割れ　バナナ

10日（金） バナナ
あわご飯　鮭の甘酢焼き　ほうれん草お
かか　　かみかみごぼう　玉ねぎのみそ汁
オレンジ

牛乳
さつまいもクッ
キー

鮭　糸かつお　油あげ　みそ　牛
乳

米　もちきび　砂糖　油　ごま
さつま芋　片栗粉
ホットケーキミックス　バター

生姜　ほうれん草　人参　ごぼう
玉ねぎ　小松菜　オレンジ

11日（土） ぼうろ
ハヤシライス　キャベツのゆかり和え
もずくスープ　りんご

牛乳
クリームワッフル

牛肉　豚レバー　しらす　牛乳 米　押麦　油　小麦粉　ワッフル
人参　玉ねぎ　マッシュルーム　セロリ
キャベツ　もやし　もずく　えのき　貝割
れ　　りんご

13日（月） チーズ
玄米ご飯　さばのカレー揚げ　白菜梅和
え　　　ひじきの五目煮　大根のみそ汁
黄桃缶

牛乳
ピザトースト

さば　鶏肉　油揚げ　大豆　牛乳
ウィンナーチーズ　ひじき

米　玄米　小麦粉　油
砂糖　食パン　バター

人参　玉ねぎ　生姜　白菜　しそ梅
いんげん　大根　えのき　大根葉　ピー
マン　黄桃

14日（火） ムース
麦ご飯　焼肉　マカロニサラダ
きのこスープ　バナナ

牛乳
おからドーナツ

牛肉　卵　ツナ　牛乳　豆乳
米　押麦　片栗粉　油　マカロニ
マヨネーズ　砂糖　じゃが芋

キャベツ　玉ねぎ　ピーマン　にんにく
人参　椎茸　しめじ　貝割れ　生姜
きゅうりバナナ

15日（水） ビスケット
沖縄そば　青菜の白和え
焼き芋　りんご

牛乳
油みそおにぎり

三枚肉　かまぼこ　ツナ
油みそ　豆腐　のり　牛乳

沖縄そば　砂糖　さつま芋
ごま　米

からし菜　ねぎ　大根の葉　りんご

16日（木） バナナ
ポークカレー　れんこんサラダ
わかめとたまごスープ
ヨーグルトブルーベリーソース

ピーチゼリー
ウエハース

豚肉　ツナ　ワカメ　卵
ヨーグルト　牛乳

米　押麦　小麦粉　　油　じゃが芋
砂糖　ごま　ゼリー　ウエハース

人参　玉ねぎ　マッシュルーム　なす
グリンピース　れんこん　いんげん
パプリカ　大根の葉　白桃　黄桃

17日（金） コッペパン
あわご飯　チキン南蛮　南瓜のそぼろ
煮　　白菜のみそ汁　オレンジ

牛乳
スィートポテト

鶏肉　卵　牛乳　生クリーム
米　もちきび　小麦粉　油　さつま
芋
マヨネーズ　砂糖　バター

玉ねぎ　赤ピーマン　パセリ　人参　南
瓜　グリンピース　白菜　しめじ　大根
の葉　　　　オレンジ

18日（土） せんべい
五目チャーハン　チーズ　ナムル
春雨スープ　バナナ

牛乳
今川焼き

鶏肉　チーズ　ちくわ　牛乳
米　油　春雨　ごま油　砂糖
ごま　今川焼き

人参　玉ねぎ　ピーマン　きゅうり　にん
にく　もやし　椎茸　コーンパプリカ　小
松菜　　　バナナ

20日（月）

21日（火） コッペパン

玄米ご飯　鶏肉のバーベキューソース
焼き　　ほうれん草ソテー　きんぴらご
ぼう　　　　　　　　冬瓜のみそ汁　オレン

お月見ゼリー
卵ボーロ

鶏肉　豚肉　みそ　牛乳
米　玄米　油　糸こんにゃく　ごま
油
ゼリー　卵ボーロ

人参　玉ねぎ　ほうれん草　ごぼう
にんにく　生姜　にら　冬瓜　小松菜
白ねぎ　オレンジ

22日（水） チーズ
あわご飯　さばのみそ煮　きゅうり漬
け　　　パパイヤイリチー　アーサ入り
ゆし豆腐　　りんご

牛乳
芋天ぷら

さば　ツナ　豆腐　あおさ　牛乳
卵　みそ

米　もちきび　小麦粉
油　さつま芋　ごま油　砂糖

きゅうり　パプリカ　人参　生姜　パパイ
ヤ　　　　にら　ねぎ　りんご

23日（木）

24日（金） バナナ
きのこご飯　鮭のもみじ焼き　野菜サ
ラダ　豆乳入りさつま汁　梨

牛乳
紅芋ちんすこう

鶏肉　鮭　油揚げ　牛乳
米　さつま芋　ごま　マヨネーズ
砂糖　　ラード　小麦粉　紅芋粉

しめじ　椎茸　えのき　ねぎ　レタス　ト
マト　　きゅうり　コーン　大根　梨

25日（土） ぼうろ
牛丼　白菜のサラダ　里芋のみそ汁
バナナ

牛乳
レモンケーキ

牛肉　ツナ　ワカメ　みそ　牛乳
米　糸こんにゃく　さといも
マヨネーズ　レモンケーキ

玉ねぎ　人参　椎茸　グリンピース
白菜　きゅうり　大根の葉　バナナ

27日（月） チーズ
黒米ご飯　白身魚のケチャップあん
クーブイリチー　キャベツのみそ汁　黄桃
缶

牛乳
もちもちドーナツ

メルルーサ　豚肉　ワカメ　油揚げ
昆布　みそ　牛乳　豆腐　きな粉

米　黒米　油　糸こんにゃく
ホットケーキミックス　砂糖

生姜　玉ねぎ　えのき　ピーマン　切干
大根　人参　いんげん　キャベツ　ねぎ
黄桃

28日（火） ムース
麦ご飯　麻婆茄子　南瓜サラダ
かき玉汁　バナナ

牛乳
オレンジｶｯﾌﾟｹｰｷ

豆腐　豚ミンチ　みそ　卵
チーズ　牛乳

米　押麦　ごま油　砂糖　小麦粉
ホットケーキミックス　マヨネーズ
バター　オレンジジュース

玉ねぎ　赤ピーマン　黄ピーマン　にら
にんにく　生姜　南瓜　えだまめ　人参
チンゲン菜　白ねぎ　バナナ

29日（水） バナナ
スパゲティミートソース　野菜サラダ
白菜と豆腐のスープ　梨

ミルク
ちんびん

合挽ミンチ　豚レバー　チーズ
豆腐　牛乳　わかめ　しらす

スパゲティ　ごま　バター　小麦粉
米　ごま　油　ごま油

玉ねぎ　セロリ　人参　マッシュルーム
ピーマン　キャベツ　ほうれん草　パプ
リカ　　大根の葉　梨

30日（木） ぼうろ

☆お誕生日会☆　カラフルライス
イタリアンハンバーグ　ブロッコリーサラ
ダ
クリームスープ　オレンジ

ジュース
お誕生日ケーキ

豚肉　豚レバー　豆腐　豆乳
チーズ　ちくわ　ウィンナー　牛乳

米　ごま　パン粉　油
マヨネーズ　じゃが芋　ケーキ
ｼジュース

人参　えだまめ　黄ピーマン　玉ねぎ
トマト
ブロッコリー　ピーマン　パプリカ　パセ
リ　オレンジ

敬老の日（公休日）

秋分の日（公休日）

令和3年 どんぐり保育園

※行事、材料等の都合などにより、献立が変更になる場合がありますのでご了承くださ

い。
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回食 おやつ
初期 中期 後期 中期・後期

５・６ヶ月頃（開始後一ヶ月間） ７・８ヶ月 ９・１０・１１・ヶ月 7～11ヶ月頃
トロトロ ⇒ ベタベタ 舌でつぶせる固さ 歯ぐきでつぶせる固さ

ヨーグルト状 絹ごし豆腐位(つぶつぶ) バナナ位（荒みじん切り）

1
10倍粥
人参のペースト
すまし汁

７倍粥
さつま芋とブロッコリーのつぶし煮
切干大根と人参のつぶし煮
なすのすまし汁 オレンジ

全粥
さつま芋とブロッコリーの柔らか煮
切干大根と人参の柔らか煮
なすのすまし汁 オレンジ

野菜おじや

水 豆腐　ワカメ　ほうれん草

2
10倍粥
じゃが芋のペースト
すまし汁

７倍粥
ささみとじゃが芋のつぶし煮
キャベツと南瓜のつぶし煮
玉ねぎのすまし汁　おろしりんご

全粥
ささみとじゃが芋の柔らか煮
キャベツと南瓜の柔らか煮
玉ねぎのすまし汁　りんごしりしり

野菜おじや

木 しらす　ワカメ　白菜

3
10倍粥
さつま芋と人参のペースト
すまし汁

７倍粥
白身魚と玉ねぎのみそ煮
さつま芋と人参のつぶし煮
冬瓜のすまし汁　バナナ

全粥
白身魚と玉ねぎのみそ煮
さつま芋と人参の柔らか煮
冬瓜のすまし汁　バナナ

野菜おじや

金 豆腐　ほうれん草

4
10倍粥
豆腐のペースト
すまし汁

７倍粥
豆腐とわかめのつぶし煮
人参ときゅうりのつぶし煮
春雨スープ　バナナ

全粥
豆腐とわかめの柔らか煮
人参ときゅうりの柔らか煮
春雨スープ　バナナ

かぼちゃとさつま芋の
柔らか煮

土 かぼちゃ　さつま芋

6
10倍粥
人参のペースト
すまし汁

７倍粥
ささみと青菜のつぶし煮
切干大根と人参のつぶし煮
ブロッコリーのすまし汁　オレンジ

全粥
ささみと青菜の柔らか煮
切干大根と人参の柔らか煮
ブロッコリーのすまし汁　オレンジ

さつま芋とりんごの
つぶし煮

月 さつま芋　りんご

7
10倍粥
じゃが芋のペースト
すまし汁

７倍粥
大根のそぼろ煮
人参と納豆のつぶし煮
じゃが芋のすまし汁　バナナ

全粥
大根のそぼろ煮
人参と納豆の柔らか煮
じゃが芋のすまし汁　バナナ

野菜おじや

火 しらす　玉ねぎ　小松菜

8
10倍粥
人参と玉ねぎのペースト
すまし汁

７倍粥
白身魚のつぶし煮
人参と玉ねぎのつぶし煮
へちまのみそ汁　おろしりんご

全粥
白身魚の柔らか煮
人参と玉ねぎの柔らか煮
へちまのみそ汁　おろしりんご

野菜おじや

水 豆腐　冬瓜　ブロッコリー

9
10倍粥
大根とほうれん草のペースト
すまし汁

７倍粥
ささみと南瓜のつぶし煮
大根とほうれん草のつぶし煮
キャベツのすまし汁　バナナ

全粥
ささみと南瓜の柔らか煮
大根とほうれん草の柔らか煮
キャベツのすまし汁　バナナ

野菜おじや

木 しらす　人参　いんげん

10
10倍粥
人参のペースト
すまし汁

７倍粥
鮭と玉ねぎのつぶし煮
人参とワカメのつぶし煮
青菜のみそ汁　オレンジ

全粥
鮭と玉ねぎの柔らか煮
人参とワカメの柔らか煮
青菜のみそ汁　オレンジ

野菜おじや

金 豆腐　ブロッコリー　さつま芋

11
10倍粥
人参とキャベツのペースト
すまし汁

７倍粥
豆腐と青菜のつぶし煮
人参とキャベツのつぶし煮
もずくのすまし汁　オレンジ

全粥
豆腐と青菜の柔らか煮
人参とキャベツの柔らか煮
もずくのすまし汁　オレンジ

さつま芋のクリーム煮

土 さつま芋　豆乳　バナナ

13
10倍粥
大根と人参のペースト
すまし汁

７倍粥
白身魚と白菜のつぶし煮
大根と人参のつぶし煮
ワカメのすまし汁　オレンジ

全粥
白身魚と白菜の柔らか煮
大根と人参の柔らか煮
ワカメのすまし汁　オレンジ

野菜おじや

月 ひじき　玉ねぎ　いんげん

14
10倍粥
じゃが芋と人参のペースト
すまし汁

７倍粥
ささみときゅうりのつぶし煮
じゃが芋と人参のつぶし煮
玉ねぎのすまし汁　バナナ

全粥
ささみときゅうりの柔らか煮
じゃが芋と人参の柔らか煮
玉ねぎのすまし汁　バナナ

野菜おじや

火 キャベツ　ワカメ　南瓜

15
10倍粥
さつま芋のペースト
すまし汁

７倍粥
豆腐と青菜のつぶし煮
さつま芋のつぶし煮
人参のすまし汁　おろしりんご

全粥
豆腐と青菜の柔らか煮
さつま芋の柔らか煮
人参のすまし汁　おろしりんご

野菜おじや

水 鶏肉　冬瓜　ブロッコリー

16
10倍粥
じゃが芋のペースト
すまし汁

７倍粥
ささみと玉ねぎのつぶし煮
じゃが芋といんげんのつぶし煮
ナスのすまし汁　バナナ

全粥
ささみと玉ねぎの柔らか煮
じゃが芋といんげんの柔らか煮
ナスのすまし汁　バナナ

野菜おじや

木 ツナ　人参　ワカメ

昼食

月齢

固さの
目安

（主な材料）米　ささみ　人参　ブロッコリー　切干大根　茄子　オレンジ

（主な材料）　米　ささみ　じゃが芋　じゃが芋　キャベツ　南瓜　玉ねぎ　りんご

（主な材料）　米　たら　さつま芋　玉ねぎ　人参　冬瓜　バナナ

（主な材料）　米　豆腐　人参　わかめ　きゅうり　はるさめ　バナナ

（主な材料）　米　ささみ　チンゲン菜　人参　ブロッコリー　切干大根　オレンジ

（主な材料）米　鶏ミンチ　じゃが芋　大根　人参　納豆　バナナ

（主な材料）　米　からすがれい　人参　玉ねぎ　いんげん　へちま　りんご

（主な材料）　米　ささみ　南瓜　ほうれん草　大根　人参　キャベツ　バナナ

（主な材料）　米　鮭　玉ねぎ　人参　ワカメ　ほうれん草　オレンジ

（主な材料）米　豆腐　ほうれん草　キャベツ　人参　もずく　オレンジ

（主な材料）　米　たら　白菜　人参　大根　ワカメ　オレンジ

（主な材料）　米　ささみ　きゅうり　じゃが芋　人参　玉ねぎ　バナナ

（主な材料）　米　豆腐　ほうれん草　さつま芋　人参　りんご

（主な材料）　米　ささみ　玉ねぎ　じゃが芋　いんげん　なす　バナナ

※ 厚生労働省『授乳・離乳の支援ガイド』に沿って離乳食を進めます。
※ 献立は月齢ごとの目安です。使用食品、調理形態、分量など、個人差を考慮しながら進めます。
※ 離乳の完了は１歳から１歳６ヶ月です。進み具合をみながら、幼児食へ移行していきます。

9月の離乳食献立表<その1>
令和3年 どんぐり保育園



回食 おやつ
初期 中期 後期 後期

５・６ヶ月頃（開始後一ヶ月間） ７・８ヶ月 ９・１０・１１・ヶ月 ９・１０・１１・ヶ月頃
トロトロ ⇒ ベタベタ 舌でつぶせる固さ 歯ぐきでつぶせる固さ 歯ぐきでつぶせる固さ

ヨーグルト状 絹ごし豆腐位(つぶつぶ) バナナ位（荒みじん切り） バナナ位（荒みじん切り）

17
10倍粥
白菜と人参のペースト
すまし汁

７倍粥
ささみの玉ねぎつぶし煮
白菜と人参のつぶし煮
青菜のみそ汁　オレンジ

全粥
ささみの玉ねぎ柔らか煮
白菜と人参の柔らか煮
青菜のみそ汁　オレンジ

さつま芋と南瓜煮

金 さつま芋　南瓜

18
10倍粥
じゃが芋と人参のペースト
すまし汁

７倍粥
ブロッコリーのそぼろ煮
人参と春雨のつぶし煮
きゅうりのすまし汁　バナナ

全粥
ブロッコリーのそぼろ煮
人参と春雨の柔らか煮
きゅうりのすまし汁　バナナ

南瓜煮
オレンジ

土 南瓜　オレンジ

20

月

21
10倍粥
豆腐と人参のペースト
すまし汁

７倍粥
ささみと青菜のつぶし煮
冬瓜と人参のつぶし煮
玉ねぎのすまし汁　オレンジ

全粥
ささみと青菜の柔らか煮
冬瓜と人参の柔らか煮
玉ねぎのすまし汁　オレンジ

野菜おじや

火 しらす　ワカメ　南瓜

22
10倍粥
ゆし豆腐
すまし汁

７倍粥
白身魚と人参のつぶし煮
きゅうりとブロッコリーのつぶし煮
ゆし豆腐　おろしりんご

全粥
白身魚と人参の柔らか煮
きゅうりとブロッコリーの柔らか煮
ゆし豆腐　おろしりんご

さつま芋の豆乳煮

水 さつま芋　豆乳

23

木

24
10倍粥
大根と人参のペースト
すまし汁

７倍粥
鮭とブロッコリーのつぶし煮
大根と人参のつぶし煮
豆乳さつま汁　おろしりんご

全粥
鮭とブロッコリーの柔らか煮
大根と人参の柔らか煮
豆乳さつま汁　おろしりんご

野菜おじや

金 ささみ　レタス　トマト

25
10倍粥
豆腐と人参のペースト
すまし汁

７倍粥
豆腐と人参のつぶし煮
白菜ときゅうりのつぶし煮
わかめスープ　バナナ

全粥
豆腐と人参の柔らか煮
白菜ときゅうりの柔らか煮
わかめスープ　バナナ

さつま芋のりんご煮

土 さつま芋　りんご

27
10倍粥
人参のペースト
すまし汁

７倍粥
白身魚と玉ねぎのつぶし煮
キャベツとわかめのつぶし煮
人参のすまし汁　オレンジ

全粥
白身魚と玉ねぎの柔らか煮
キャベツとわかめの柔らか煮
人参のすまし汁　オレンジ

野菜おじや

月 豆腐　切干大根　ほうれん草

28
10倍粥
人参と玉ねぎのペースト
すまし汁

７倍粥
なすのそぼろ煮
人参と玉ねぎのつぶし煮
青菜のすまし汁　バナナ

全粥
なすのそぼろ煮
人参と玉ねぎの柔らか煮
青菜のすまし汁　バナナ

南瓜の豆乳煮

火 南瓜　豆乳

29
10倍粥
キャベツとほうれん草のペースト
すまし汁

７倍粥
ささみと人参のつぶし煮
キャベツとほうれん草のつぶし煮
白菜のすまし汁　おろしりんご

全粥
ささみと人参の柔らか煮
キャベツとほうれん草の柔らか煮
白菜のすまし汁　おろしりんご

野菜おじや

水 しらす　ワカメ　玉ねぎ

30
10倍粥
じゃが芋とトマトのペースト
すまし汁

７倍粥
ささみとブロッコリーのつぶし煮
じゃが芋とトマトのつぶし煮
青菜のすまし汁　オレンジ

全粥
ささみとブロッコリーのつぶし煮
じゃが芋とトマトのつぶし煮
青菜のすまし汁　オレンジ

野菜おじや

木 しらす　人参　玉ねぎ

昼食

月齢

固さの
目安

（主な材料）　米　ささみ　玉ねぎ　白菜　人参　ほうれん草　オレンジ

（主な材料）　米　鶏肉　じゃが芋　ブロッコリー　人参　春雨　きゅうり　バナナ

敬老の日（公休日）

（主な材料）米　豆腐　チンゲン菜　人参　玉ねぎ　冬瓜　果物

（主な材料）米　たら　人参　きゅうり　ブロッコリー　ゆし豆腐　りんご

秋分の日（公休日）

（主な材料）米　ささみ　ブロッコリー　じゃが芋　トマト　ほうれん草　オレンジ

　　※ 厚生労働省『授乳・離乳の支援ガイド』に沿って離乳食を進めます。
　　※ 献立は月齢ごとの目安です。使用食品、調理形態、分量など、個人差を考慮しながら進めます。
　　※ 離乳の完了は１歳から１歳６ヶ月です。進み具合をみながら、幼児食へ移行していきます。

（主な材料）米　鮭　ブロッコリー　大根　人参　豆乳　さつま芋　りんご

（主な材料）米　豆腐　人参　白菜　きゅうり　わかめ　バナナ

（主な材料）米　メルルーサ　玉ねぎ　キャベツ　ワカメ　人参　オレンジ

（主な材料）米　鶏肉　なす　人参　玉ねぎ　チンゲン菜　バナナ

（主な材料）米　ささみ　人参　キャベツ　ほうれん草　白菜　りんご

令和3年 どんぐり保育園

9月の離乳食献立表<その2>
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