
 

 日中は夏と変わらないような暑い日もありますが、日が落ちるのも少しずつ早くなってきて秋を感じられる季節になりました。

食欲の秋、運動の秋、です。活動量が増え食欲も増し、子どもたちが心身共に成長する時期です。秋の食卓には自然の恵みが

いっぱいです。食べ物がおいしく感じられるこの時期は、偏食や好き嫌いをなくすチャンスでもあります。光の子保育園でも、

できるだけたくさんの季節の食材を味わえるよう努めたいと思います！！

　8/25(火)今年最後の”トウモロコシ”の皮むきのお手伝いをしてもらいました！！

慣れた手つきで皮をキレイに剥いてくれました！剥き終わったトウモロコシもみんなで協力し、台所まで運んでくれました！(^O^)

お手伝い効果であっという間に剥け、とても助かりました～！

子供たちがお手伝いしてくれた、”トウモロコシ”はたっぷりのお湯でゆでて、午後のおやつに「ゆでトウモロコシ」で出しました。

「甘くておいしい～♪」、「また皮むきしたい」など自分で剥いたのもあり、更においしさが増していたようです！

　次はなにをお手伝いしてもらおうかな～～！と考えています！ご家庭でも、ぜひ子どもたちにお手伝いを頼んでみて下さい☻☆彡

　秋の食材に欠かせないきのこ。食物繊維・ビタミンD・ミネラルなどを豊富に含んでおり、香りがよく、どんな料理にも合う優れた

食材です。

　きのこを食べることで、便通も良くなります。また、きのこはカリウムが多いため、塩分の過剰摂取を抑制するともいわれます。

光の子保育園でも主菜やスープ、カレーなどたくさんのメニューで取り入れています！！今月は、「きのこご飯」・「きのこカレー」

「きのこたっぷりのハヤシライス」など、旬の”きのこ”をたくさん使ったメニューにしました。

秋は味覚の秋、食欲の秋といわれています。きのこに限らず秋の味覚を味わい、夏の疲れを吹き飛ばしましょう！

保育園で植えた、”さつまいも”もたくさん収穫できるといいな～と、今からワクワクしています☆

　ぜひご家庭でも、秋の味覚を子ども達と味わってみて下さい～♪

食育たより　もぐもぐ　9月号

秋の味覚の王様　栄養満点　”きのこ”

1(火) 2(水) 3(木) 4(金) 5(土)
午前 オレンジ ふかしいも ふかしかぼちゃ バナナ チーズ

昼食

雑穀ご飯、豚肉のしょうが炒
め、キャベツの梅肉おかか和
え、みそ汁（切干し・玉ね
ぎ）、納豆、ぬか漬け、麦茶

ご飯（七分）、野菜の揚げ漬
け、呉汁、ふりかけ（魔法の
粉）、ぬか漬け（きゅうり・人
参)、麦茶、オクラとろろ

ご飯（麦）、きのこカレー、か
ぶの具沢山スープ、なし、納
豆、ぬか漬け、麦茶

ご飯(玄米）、かれいの塩麹焼
き、すき昆布の煮物、すまし
汁、ふりかけ(ゆかり)、納豆、
ぬか漬け、麦茶

鶏そぼろのあんかけ丼、中華
スープ（しいたけ）、バナナ、
納豆、ぬか漬け、麦茶

午後 さつまいも蒸しパン
おかかチーズおにぎり・小女
子

りんごとさつま芋の重ね煮 五目おにぎり のりおにぎり(ゆかり)

延長 チーズ 果物 果物 チーズ

6(日) 7(月) 8(火) 9(水) 10(木) 11(金) 12(土)
午前 りんご ふかしいも オレンジ ふかしじゃがいも バナナ チーズ

昼食

ご飯(玄米)、肉じゃが（ひき
肉）、おくずかけ、納豆
（梅）、ふりかけ(かつお節)、
浅漬け、麦茶

ご飯（五分）、鮭のフライレモ
ンソースがけ、ブロッコリーサ
ラダ、野菜スープ、納豆、ぬか
漬け、麦茶

ご飯(７分）、車麩の煮物、いわ
しのつみれ汁、納豆、ふりかけ
(ごましお)、ぬか漬け、麦茶

きのこご飯、豚汁、りんご、納
豆、ぬか漬け、麦茶

ご飯（麦）、ほっけのみそ焼
き、三色バリバリサラダ、なめ
こ汁、納豆（チーズ）、ぬか漬
け、麦茶

お豆腐中華丼、春雨スープ、ラ
フランス、納豆、ぬか漬け、麦
茶

午後 五平餅・小女子 きな粉おはぎ じゃこチーズおにぎり フライドおさつ 粉ふき芋・小女子 桃缶ゼリー

延長 果物 チーズ 果物 果物 チーズ

13(日) 14(月) 15(火) 16(水) 17(木) 18(金) 19(土)
午前 ふかしかぼちゃ バナナ ふかしじゃがいも なし ふかしいも チーズ

昼食
ご飯（五分）、里芋と鶏肉の煮
物、三平汁、納豆（梅）、ふり
かけ（魔法の粉）、浅漬け

雑穀ご飯、鶏ささみの香味揚
げ、春雨サラダ、呉汁、納豆、
ぬか漬け、麦茶

ビビンバ丼、中華スープ（しい
たけ）、柿、納豆、ぬか漬け、
麦茶

ご飯（麦）、さんまの蒲焼き、
小松菜のおかかあえ、みそ汁
（厚揚げ・大根）、納豆、ぬか
漬け、麦茶

ご飯(玄米）、肉豆腐、ほうとう
汁、納豆（チーズ)、ふりかけ
(ゆかり)、ぬか漬け、麦茶

カレーライス、わかめスープ、
ぶどう、納豆、ぬか漬け、麦茶

午後 味噌おにぎり・小女子 スイートパンプキン
さつま芋御飯のおにぎり・小
女子

マカロニきな粉 豆腐ドーナツ（チーズ） 梅おにぎり

延長 チーズ 果物 果物 チーズ 果物

20(日) 21(月) 22(火) 23(水) 24(木) 25(金) 26(土)
午前 りんご ふかしかぼちゃ バナナ チーズ

昼食 敬老の日 秋分の日
雑穀ご飯、大根と鶏肉の煮物、
いわしのつみれ汁、納豆
（梅）、浅漬け、麦茶

きのこたっぷりハヤシライス、
野菜スープ（キャベツ）、バナ
ナ、納豆、ぬか漬け、麦茶

ご飯（麦）、かれいの塩麹焼
き、ひじきの煮物、豆乳味噌
スープ、納豆（梅）、ぬか漬
け、麦茶

焼きそば、のりおにぎり（ごま
しお）、中華スープ（しいた
け）、オレンジ

午後 さつま芋の揚げまんじゅう ぶどうゼリー 梅わかめおにぎり・小女子 おかかおにぎり

延長 チーズ 春雨スープ 果物

27(日) 28(月) 29(火) 30(水)
午前 ふかしかぼちゃ 巨峰 りんご

昼食
雑穀ご飯、さんまの蒲焼き、
キャベツの梅肉おかか和え、な
めこ汁、納豆、浅漬け、麦茶

ご飯(玄米）、肉じゃが、おくず
かけ、納豆（チーズ）、ふりか
け(ごましお)、ぬか漬け、麦茶

はらこめし風ごはん、いも煮、
なし、納豆、ぬか漬け、麦茶

午後 りんごとサツマイモの重ね煮 鮭チーズおにぎり・小女子 大学かぼちゃ

延長 チーズ わかめスープ バナナ

2020年9月献立



 

日 曜 朝おやつ 主食 副菜 汁 午後おやつ

鶏ささみの煮物 キャベツのおかか和え みそ汁

鶏ささみ キャベツ・人参 切り干し大根・玉ねぎ・小松菜・人参・豆腐

野菜の甘煮 みそ汁

鶏ささみ・人参・かぼちゃ・いんげん 人参・里芋・大根・ねぎ・豆腐

キノコと野菜のあんかけ丼 梨 かぶの具沢山スープ

じゃがいも・玉ねぎ・人参・鶏ささみ・トマト・エリンギ・しめじ・マッシュルーム かぶ・しいたけ・ねぎ・人参

カレイの煮付け すき昆布の煮物 すまし汁

カレイ すき昆布・人参・大豆もやし・さやえんどう・凍り豆腐 小松菜・えのきたけ・豆腐・しいたけ

鶏ささみと野菜のあんかけ丼 バナナ 野菜スープ

鶏ささみ・さやえんどう・もやし・人参 干しシイタケ・もやし・人参・玉ねぎ

肉じゃが おくずかけ

鶏ささみ・じゃがいも・人参・玉ねぎ・さやえんどう 温麺・小松菜・人参・豆麩・干しシイタケ

鮭の煮付け ブロッコリーサラダ 野菜スープ

鮭 ブロッコリー・トウモロコシ・人参 キャベツ・人参・じゃがいも・しめじ

車麩の煮物 みそ汁

麩・人参・大根・干しシイタケ・さやえんどう・じゃがいも 大根・人参・豆腐・ねぎ

キノコおじや りんご 豚汁

まいたけ・しめじ・えのきたけ・人参 大根・豆腐・じゃがいも・人参・ねぎ・白菜

カレイの煮付け キャベツと人参のサラダ なめこ汁

カレイ キャベツ・人参・きゅうり なめこ・豆腐・大根・糸三つ葉

お豆腐中華丼 ラフランス 春雨スープ

豆腐・さやえんどう・人参・鶏ささみ・白菜・干しシイタケ 白菜・チンゲン菜・人参・春雨

里芋と鶏肉の煮物 三平汁

里芋・干しシイタケ・鶏ささみ・人参・小葱・さやえんどう 鮭・じゃがいも・人参・大根・ねぎ

鶏ささみの煮物 春雨サラダ みそ汁

鶏ささみ もやし・きゅうり・人参・春雨 人参・里芋・大根・ねぎ・豆腐

ほうれん草と鶏ささみのあんかけ丼 柿 中華スープ

ほうれん草・鶏ささみ・人参・もやし 干しシイタケ・人参・チンゲン菜・えのきたけ・玉ねぎ

タラの煮付け 小松菜のおかか和え みそ汁

タラ 小松菜・人参・おかか 大根・人参・豆腐・ねぎ

肉豆腐 ほうとう汁

鶏ささみ・豆腐・人参・えのきたけ・ねぎ・白菜 かぼちゃ・人参・大根・ねぎ

野菜のあんかけ丼 ぶどう 野菜スープ

じゃがいも・玉ねぎ・人参・鶏ささみ・トマト 玉ねぎ・人参

大根と鶏ささみの煮物 みそ汁

大根・冬瓜・鶏ささみ・干しシイタケ・人参・ 大根・人参・豆腐・ねぎ

きのこたっぷり野菜のあんかけ丼 バナナ 野菜スープ

鶏ささみ・玉ねぎ・じゃがいも・人参・しめじ・エリンギ・トマト・マッシュルーム キャベツ・玉ねぎ・人参・オクラ

カレイの煮付け さつまいもと人参の甘煮 みそ汁

カレイ さつまいも・人参 人参・大根・里芋・ねぎ・豆腐

野菜のあんかけ丼 オレンジ 中華スープ

鶏ささみ・キャベツ・人参・もやし・ピーマン・玉ねぎ 干しシイタケ・チンゲン菜・人参・玉ねぎ

鮭の煮付け キャベツのおかか和え みそ汁

鮭 キャベツ・人参・鰹節 なめこ・大根・豆腐・糸三つ葉

肉じゃが おくずかけ

鶏ささみ・じゃがいも・人参・玉ねぎ・さやえんどう 温麺・小松菜・人参・豆麩・干しシイタケ

鮭のおじや 梨 芋煮

鮭 里芋・ねぎ・まいたけ・えのきたけ・しめじ

24 木 ふかしかぼちゃ きな粉おじや

21 月

22 火

23 水 りんご さつまいもおじや

10 木 ふかしじゃがいも さつまいもの甘煮

15 火 バナナ かぼちゃの甘煮

16 水 ふかしじゃがいも さつまいもおじや

11 金 バナナ マッシュポテト

12 土 りんご きな粉おじや

14 月 ふかしかぼちゃ しらすおじや

7 月 りんご しらすおじや

8 火 ふかしいも きな粉おじや

9 水 しらすおじや

令和2年９月　＜中期＞　離乳食献立

1 火 オレンジ さつまいものおじや

2 水 ふかしいも おかかおじや

3 木 ふかしかぼちゃ りんごとサツマイモの重ね煮

4 金 バナナ 五目おじや

5 土 梨 青のりおじや

木 梨 きな粉おじや

18 金 ふかしいも しらすおじや

19 土 梨 青のりおじや

29 火 巨峰 鮭おじや

30 水 りんご かぼちゃの甘煮

オレンジ

敬老の日

秋分の日

25 金 バナナ 青のりおじや

26 土 オレンジ おかかおじや

28 月 ふかしかぼちゃ りんごとサツマイモの重ね煮

17

★ 離乳食は個々のペースに合わせた食事を提供していきます。

★ ７～８か月はおかゆ、９～１１か月の主食は軟飯です。

★ ７～８か月と９～１１か月の食事は同じ内容で、軟らかさや形態、量が違います。

★ 食材・かたさなどについては食べやすいように引き続き配慮していきます。

★ 予定メニューは変更になる場合もありますので、ご了承ください。

★ ミルクは月齢等に合わせて与えていきます。



 

日 曜 朝おやつ 主食 副菜 汁 午後おやつ

豚肉の煮物 キャベツのおかか和え みそ汁

豚肉・玉ねぎ キャベツ・人参 切り干し大根・玉ねぎ・小松菜・人参・豆腐

野菜の甘煮 みそ汁

鶏もも肉・人参・かぼちゃ・いんげん・れんこん 人参・里芋・大根・ねぎ・豆腐・鶏もも肉・大豆

キノコと野菜のあんかけ丼 梨 かぶの具沢山スープ

じゃがいも・玉ねぎ・人参・鶏もも肉・トマト・エリンギ・しめじ・マッシュルーム かぶ・しいたけ・ねぎ・人参・鶏もも肉

カレイの煮付け すき昆布の煮物 すまし汁

カレイ すき昆布・人参・大豆もやし・さやえんどう・凍り豆腐 小松菜・えのきたけ・豆腐・しいたけ・わかめ

鶏そぼろと野菜のあんかけ丼 バナナ 野菜スープ

鶏ひき肉・さやえんどう・もやし・人参 干しシイタケ・もやし・人参・玉ねぎ・豚ひき肉

肉じゃが おくずかけ

豚ひき肉・じゃがいも・人参・玉ねぎ・さやえんどう 温麺・小松菜・人参・豆麩・干しシイタケ・鶏もも肉

鮭の煮付け ブロッコリーサラダ 野菜スープ

鮭 ブロッコリー・トウモロコシ・人参 キャベツ・人参・じゃがいも・しめじ・鶏もも肉

車麩の煮物 みそ汁

麩・人参・大根・干しシイタケ・さやえんどう・じゃがいも・ごぼう 大根・人参・豆腐・ねぎ・ごぼう・メカジキ

キノコおじや りんご 豚汁

まいたけ・しめじ・えのきたけ・人参 大根・豆腐・じゃがいも・人参・・ねぎ・白菜

カレイの煮付け キャベツと人参のサラダ なめこ汁

カレイ キャベツ・人参・きゅうり なめこ・豆腐・大根・糸三つ葉

お豆腐中華丼 ラフランス 春雨スープ

豆腐・さやえんどう・人参・豚肉・白菜・干しシイタケ 白菜・チンゲン菜・人参・春雨・鶏ひき肉・わかめ

里芋と鶏肉の煮物 三平汁

里芋・干しシイタケ・鶏もも肉・人参・小葱・さやえんどう 鮭・じゃがいも・人参・大根・ねぎ・ごぼう

鶏ささみの煮物 春雨サラダ みそ汁

鶏ささみ もやし・きゅうり・人参・春雨 人参・里芋・大根・ねぎ・豆腐・大豆

ビビンバ風あんかけ丼 柿 中華スープ

ほうれん草・豚ひき肉・人参・もやし 干しシイタケ・人参・チンゲン菜・えのきたけ・玉ねぎ・鶏ひき肉

タラの煮付け 小松菜のおかか和え みそ汁

タラ 小松菜・人参・おかか 大根・人参・豆腐・ねぎ・わかめ

肉豆腐 ほうとう汁

豚肉・豆腐・人参・えのきたけ・ねぎ・白菜 かぼちゃ・人参・大根・ねぎ・豚肉

野菜のあんかけ丼 ぶどう わかめスープ

じゃがいも・玉ねぎ・人参・豚肉・トマト 玉ねぎ・人参・わかめ・鶏もも肉

大根と鶏もも肉の煮物 みそ汁

大根・冬瓜・鶏もも肉・干しシイタケ・人参 大根・人参・豆腐・ねぎ

きのこたっぷり野菜のあんかけ丼 バナナ 野菜スープ

豚肉・玉ねぎ・じゃがいも・人参・しめじ・エリンギ・トマト・マッシュルーム キャベツ・玉ねぎ・人参・オクラ・鶏もも肉

カレイの煮付け ひじきの煮物 みそ汁

カレイ ひじき・人参・大豆・干ししいたけ・いんげん・凍り豆腐 人参・大根・里芋・ねぎ・豆腐・鶏もも肉

野菜のあんかけ丼 中華スープ

豚肉・キャベツ・人参・もやし・ピーマン・玉ねぎ 干しシイタケ・チンゲン菜・人参・玉ねぎ

鮭の煮付け キャベツのおかか和え みそ汁

鮭 キャベツ・人参・鰹節 なめこ・大根・豆腐・糸三つ葉

肉じゃが おくずかけ

豚肉・じゃがいも・人参・玉ねぎ・さやえんどう 温麺・小松菜・人参・豆麩・干しシイタケ・鶏もも肉

鮭のおじや 梨 芋煮

鮭 里芋・ねぎ・まいたけ・えのきたけ・しめじ・豚肉

29 火 巨峰 鮭おじや

30 水 りんご かぼちゃの甘煮

26 土 オレンジ おかかおじや

28 月 ふかしかぼちゃ りんごとサツマイモの重ね煮

24 木 ふかしかぼちゃ きな粉おじや

25 金 バナナ 青のりおじや

22 火

23 水 りんご さつまいもおじや

秋分の日

19 土 梨 青のりおじや

21 月

17 木 梨 きな粉おじや

18 金 ふかしいも しらすおじや

敬老の日

15 火 バナナ かぼちゃの甘煮

16 水 ふかしじゃがいも さつまいもおじや

12 土 りんご きな粉おじや

14 月 ふかしかぼちゃ しらすおじや

10 木 ふかしじゃがいも さつまいもの甘煮

11 金 バナナ マッシュポテト

8 火 ふかしいも きな粉おじや

9 水 しらすおじやオレンジ

5 土 梨 青のりおじや

7 月 りんご しらすおじや

3 木 ふかしかぼちゃ りんごとサツマイモの重ね煮

4 金 バナナ 五目おじや

令和2年９月　＜後期＞　離乳食献立

1 火 オレンジ さつまいものおじや

2 水 ふかしいも おかかおじや

★ 離乳食は個々のペースに合わせた食事を提供していきます。

★ ７～８か月はおかゆ、９～１１か月の主食は軟飯です。

★ ７～８か月と９～１１か月の食事は同じ内容で、軟らかさや形態、量が違います。

★ 食材・かたさなどについては食べやすいように引き続き配慮していきます。

★ 予定メニューは変更になる場合もありますので、ご了承ください。

★ ミルクは月齢等に合わせて与えていきます。



 

日 曜 朝おやつ 主食 副菜 汁 午後おやつ

豚肉の煮物 キャベツのおかか和え みそ汁

豚肉・玉ねぎ キャベツ・人参 切り干し大根・玉ねぎ・小松菜・人参・豆腐

野菜の甘煮 みそ汁

鶏もも肉・人参・かぼちゃ・いんげん・れんこん・生揚げ 人参・里芋・大根・ねぎ・豆腐・鶏もも肉・大豆・こんにゃく

キノコと野菜のあんかけ丼 梨 かぶの具沢山スープ

じゃがいも・玉ねぎ・人参・鶏もも肉・トマト・エリンギ・しめじ・マッシュルーム かぶ・しいたけ・ねぎ・人参・鶏もも肉

カレイの煮付け すき昆布の煮物 すまし汁

カレイ すき昆布・人参・大豆もやし・さやえんどう・凍り豆腐・しらたき 小松菜・えのきたけ・豆腐・しいたけ・わかめ・なると

鶏そぼろと野菜のあんかけ丼 バナナ 野菜スープ

鶏ひき肉・さやえんどう・もやし・人参 干しシイタケ・もやし・人参・玉ねぎ・豚ひき肉

肉じゃが おくずかけ

豚ひき肉・じゃがいも・人参・玉ねぎ・さやえんどう・しらたき 温麺・小松菜・人参・豆麩・干しシイタケ・鶏もも肉

鮭の煮付け ブロッコリーサラダ 野菜スープ

鮭 ブロッコリー・トウモロコシ・人参 キャベツ・人参・じゃがいも・しめじ・鶏もも肉

車麩の煮物 いわしのつみれ汁

麩・人参・大根・干しシイタケ・さやえんどう・じゃがいも・ごぼう・こんにゃく 大根・人参・豆腐・ねぎ・ごぼう

キノコおじや りんご 豚汁

まいたけ・しめじ・えのきたけ・人参 大根・里芋・人参・ねぎ・白菜・こんにゃく

カレイの煮付け キャベツと人参のサラダ なめこ汁

カレイ キャベツ・人参・きゅうり なめこ・豆腐・大根・糸三つ葉

お豆腐中華丼 ラフランス 春雨スープ

豆腐・さやえんどう・人参・豚肉・白菜・干しシイタケ 白菜・チンゲン菜・人参・春雨・鶏ひき肉・わかめ

里芋と鶏肉の煮物 三平汁

里芋・干しシイタケ・鶏もも肉・人参・小葱・さやえんどう・油揚げ 鮭・じゃがいも・人参・大根・ねぎ・ごぼう・なると

鶏ささみの煮物 春雨サラダ みそ汁

鶏ささみ もやし・きゅうり・人参・春雨・油揚げ 人参・里芋・大根・ねぎ・豆腐・大豆・大豆

ビビンバ風あんかけ丼 柿 中華スープ

ほうれん草・豚ひき肉・人参・もやし 干しシイタケ・人参・チンゲン菜・えのきたけ・玉ねぎ・鶏ひき肉

さんまの煮付け 小松菜のおかか和え みそ汁

さんま 小松菜・人参・おかか 大根・人参・豆腐・ねぎ・わかめ・生揚げ

肉豆腐 ほうとう汁

豚肉・豆腐・人参・えのきたけ・ねぎ・白菜 かぼちゃ・人参・大根・ねぎ・豚肉・こんにゃく

野菜のあんかけ丼 ぶどう わかめスープ

じゃがいも・玉ねぎ・人参・豚肉・トマト 玉ねぎ・人参・わかめ・鶏もも肉

大根と鶏もも肉の煮物 いわしのつみれ汁

大根・冬瓜・鶏もも肉・干しシイタケ・人参・こんにゃく 大根・人参・豆腐・ねぎ・いわし

きのこたっぷり野菜のあんかけ丼 バナナ 野菜スープ

豚肉・玉ねぎ・じゃがいも・人参・しめじ・エリンギ・トマト・マッシュルーム キャベツ・玉ねぎ・人参・オクラ・鶏もも肉

カレイの煮付け ひじきの煮物 みそ汁

カレイ ひじき・人参・大豆・干ししいたけ・いんげん・凍り豆腐・油揚げ・糸こんにゃく人参・大根・里芋・ねぎ・豆腐・鶏もも肉・なると

野菜のあんかけ丼 中華スープ

豚肉・キャベツ・人参・もやし・ピーマン・玉ねぎ 干しシイタケ・チンゲン菜・人参・玉ねぎ

さんまの煮付け キャベツのおかか和え みそ汁

さんま キャベツ・人参・鰹節 なめこ・大根・豆腐・糸三つ葉

肉じゃが おくずかけ

豚肉・じゃがいも・人参・玉ねぎ・さやえんどう 温麺・小松菜・人参・豆麩・干しシイタケ・鶏もも肉・油揚げ・糸こんにゃく

鮭のおじや 梨 芋煮

鮭 里芋・ねぎ・まいたけ・えのきたけ・しめじ・豚肉

29 火 巨峰 鮭おじや

30 水 りんご かぼちゃの甘煮

26 土 オレンジ おかかおじや

28 月 ふかしかぼちゃ りんごとサツマイモの重ね煮

24 木 ふかしかぼちゃ きな粉おじや

25 金 バナナ 青のりおじや

22 火

23 水 りんご さつまいもおじや

秋分の日

19 土 梨 青のりおじや

21 月

17 木 梨 きな粉おじや

18 金 ふかしいも しらすおじや

敬老の日

15 火 バナナ かぼちゃの甘煮

16 水 ふかしじゃがいも さつまいもおじや

12 土 りんご きな粉おじや

14 月 ふかしかぼちゃ しらすおじや

10 木 ふかしじゃがいも さつまいもおじや

11 金 バナナ マッシュポテト

8 火 ふかしいも きな粉おじや

9 水 しらすおじやオレンジ

5 土 梨 青のりおじや

7 月 りんご しらすおじや

3 木 ふかしかぼちゃ さつまいもの甘煮

4 金 バナナ 五目おじや

令和元2年９月　＜完了＞　離乳食献立

1 火 オレンジ りんごとサツマイモの重ね煮

2 水 ふかしいも おかかおじや

★ 離乳食は個々のペースに合わせた食事を提供していきます。

★ ７～８か月はおかゆ、９～１１か月の主食は軟飯です。

★ ７～８か月と９～１１か月の食事は同じ内容で、軟らかさや形態、量が違います。

★ 食材・かたさなどについては食べやすいように引き続き配慮していきます。

★ 予定メニューは変更になる場合もありますので、ご了承ください。

★ ミルクは月齢等に合わせて与えていきます。


