
璃 �������薄　暗藷・・/・　読点∴註完 
離 乳 食 ��曜 日 ��後期(。へ11ヶ月,既一　中期(7~藷畢 居i使用食材一陛　尽 ��������離 乳 食 ����曜 日 �　　　罷†∵i苦　　言‾ 後期(9→11ヶ月)　　中期(7へ8ヶ月) 

ー ��音　匪○○薄謝岳峠 ��ー ��ー �������漢　　　　こ ����■ ��� ����喜 

1 ��日 ��くり∴薫 ��������16 ����月 �昼 軟飯 鶏肉と大根のやわらか煮 ほうれん草と玉子のサラダ すまし汁 ����使用食材一覧 米・鶏肉・大根・人参・出し 汁・砂臍・謡油・ほうれん草・ ���昼 7倍粥 鶏肉と大根のやわらか煮 ほうれん草と玉子のサラダ すまし汁 ����使用食材一覧 米・鶏肉・大根・人参・出し 汁・砂糖・醤油・ほうれん草・ 玉子・キャベツ・玉ねぎ 

2 ��月 ��十　　ゝ,ノ/ ��������17 ����火 � ����米・スケソウタブ玉ねぎ �・出 ��7普 ����米・スケツウタフ・玉ねぎ出! 休園日 �������������助宗タラと野菜のみそ煮 ����し汁・味噌・人参・かぶ・醤 油・オレンジ ���助宗タラと野菜のみそ煮 ����し汁.味町人参・かぶ・醤「 油・オレンジ　i 

●　　　◆ �������������人参のだし煮 すまし汁・フルーツ(オレンジ) �������人参のだし煮 すまし汁・フルーツ(オレンジ) 

3 ��火 ��漢書臆臆臆喜臆臆音〒つ音声容・・。 休園「l ������18　水 �����軟飯 豚肉のやわらか煮 かぼちゃのマッシュ みそ汁・フルーツ(みかん) ����米・豚肉・玉ねぎ・人参・出し 汁・砂漉・醤油・かぼちゃ・玉 ���7倍粥 鶏肉のやわらか煮 かぼちゃのマッシュ みそ汁・フレー、、( ����米・鶏肉・玉ねぎ"人参・出し 汁・砂搭・醤油・かぼちゃ・玉 

4 ��水 ��軟飯 カラスカレイと野菜のたし煮 ��米・カフスカレイ・玉ねぎ・ほ うれん茸・出し汁・鶏肉・大 根・人参・砂括・醤油"片栗 ��7倍粥 カラスカレイと野菜のだし煮 ��米・カラスカレイ・玉ねぎ・ほ うれん革・出し汁・鶏肉・大 根・人参・砂梼・醤油・片栗 ��19　木 �����軟飯 じゃが芋のトマト煮 ����米・じゃが芋・玉ねぎ・カットト マトパック水・構製塩・豚 ���/ツみかん) 7倍粥 じが芋 ����米・じゃが芋・玉ねぎカットト マトパック水・精製塩・鶏 
鶏肉と野菜のとろとろ煮 みそ汁 軟飯 ��粉・なす・大根菜・味噌 米・鶏肉・へ、 ��鶏肉と野菜のとろとろ煮 みそ汁 ��粉・なす・大根粟・味噌 �������豚肉と小松菜のやわらか煮 みそ汁・フルーツ(オレンジ) ����肉・小松菜・人参・出し汁・砂 糖・醤油・かぶ味噌・オレン ジ ���やのトマト煮 鶏肉と小松菜のやわらか煮 みそ汁・フルーツ(オレンジ) ����肉互、松葉・人参・出し汁・砂 態・醤油・かぶ"味噌・オレン ジ 

5 ��木 ��鶏肉とキャベツのやわらか煮 　ヽ　一、 ��キャベツ・ピーマ ン・出し汁・砂糖・番油・コ一 葉・高野豆腐・豚肉・白 ��7倍粥 鶏肉とキャベツのやわらか煮 ��米・鶏肉・キャベツ・ピーマ ン・出し汁・砂措・醤油・コー ��20　金 �����軟飯 鶏肉とかぼちゃのほくほく煮 ����米・鶏肉・かぼちゃ・出し汁・ 砂糖・醤油・きゅうり・人参・も ���7倍粥 鶏肉とかば ����米"鶏肉・かぼちゃ・出し汁・ 砂抵・避油・きゅうり・人参・ 
コーンサフタ すまし汁 軟飯 ����コーンサラダ すまし汁 ��ン’ �������きゅうりと人参のサラダ みそ汁 ����やし豆腐・味噌 ���　ゝiちゃのほくほく煮 きゅうりと人参のサラダ みそ汁 ����豆腐・味噌 

6 ��金 ��高野豆腐と豚肉のとろとろ煮 野菜の玉子とじ煮 みそ汁 ��　　菜・ 人参・出し汁・醤油・砂措・片 栗粉・玉ねぎインゲン・玉 子・ワカメ・焼ふ・味噌 ��7倍粥　米・高野豆腐・鶏肉・白菜・ 言上:∵十十∴∵∴ みそ汁 ����21 ����土 �　主食は主に麺類の提供になります。 詳細につきましては連絡帳にてご確認くださいo　壇 

7　土 ����二　∴∴∴∴∴ ∴∴ ��������22 ����日 �、註立 
休園日 

8 9 �日 月 ��●　〃 ���館∴∴∴休剛∴争　　　　23 ���������月 � �軟飯 白糸タラと玉ねぎのだし煮 鶏肉と白菜のやわらか煮 ��� �������米・シロイトタラ・玉ねぎ出し 汁・鶏肉・白菜・人参・砂糖・ 茜油・大根・味噌 

∴、.き・ ������臆臆 �������みそ汁 

休関目 　　(成人の印 軟飯　拳・スケソウタラ・チンゲン7倍粥　米・スケソウタラ・チンケン ��������24 ���軟飯 火藷驚諾霧 すまし汁 ������ �薦諾琵問鶏肉のとろとろ煮 　かぼちゃと玉子のサラダ 　すまし汁 ������米・豆腐・鶏肉・玉ねぎ・人 参・出し汁・砂臍・醤油・片栗 粉・かぼちゃ・玉子・花ふ 

10 �火 ��助宗タラとテンゲン薬のだし煮 豚肉と人参のやわらか煮 みそ汁フルーツ(オレンジ) 軟飯 ���・出し汁・豚肉・人参・砂 ・醤油・玉ねぎワカメ・味 �助宗タラとテンゲン菜のたし煮 �� �・出し汁・鶏肉・人参・砂 ・醤油・玉ねぎワカメ・味 �25 ���水 ��軟飯 カラスカレイと人参のだし煮 ��� � �・カフスカレイ・人参・出し ・白菜・コーン・なす・味 ��7倍粥 カラスカレイと人参のだし煮 白菜のやわらか煮 みそ汁・フルーツ(バナナ) ����米・カラスカレイ・人参・出し 汁・白菜・コーン・なす・味 
・オレンジ 乙・鶏肉・玉ねぎ人参・玉 ) �鶏肉と人参のやわらか煮 みそ汁・フルーツ(オレンジ) 7倍粥 ���・オレンジ ・鶏肉・玉ねぎ人参・玉 ������白菜のやわらか煮 みそ汁・フルーツ(バナナ) 軟飯 �����・バナナ ������噌・バナナ 

11 �水 ��鶏肉と野菜の玉子とじ煮 きゅうりのサラダ 軟飯 白糸タラと野菜のだし煮 さつま芋のやわらか煮 フルーツ(みかん) 軟飯 ��子・出し汁・砂踏・醤油・きゅ うり 米・人参・シロイトタラ・玉ね ��鶏肉と野菜の玉子とじ煮 きゅうりのサラダ スープ 7倍粥 ��子・出し汁・砂塘・醤油"きゅ うり 米・人参・シロイトタラ・玉ね ��26 ���木鶏霧携ダ みそ汁 �����米・鶏肉・玉ねぎ・玉子・出し 汁砂糖・醤油・大根・人参・ ト ����7倍粥 鶏肉の玉子とじ煮 大根と人参のサラダ みそ汁 ���米・鶏肉・玉ねぎ・五千・出し 汁・砂梼・醤油・大根・人参・ ワカメ・豆腐・味噌・ヨーグル ト 

12 ��木 ����ぎキャベツ・れんしん・出し 汁・さつま芋・ピーマン・みか ん 米 ��白糸タラと野菜のだし煮 さつま芋のやわらか煮 フルーツ(みかん) ��ぎ・キャベツ・出し汁・さつま 芋・ピーマン・みかん ��27　金 �����軟飯 豚肉ともやしのやわらか煮 チンゲン粟の玉子とじ煮 すまし汁 ���米・豚肉・もやし・人参・出し 汁・砂糖・醤油・チンケン菜・ 玉子"ツーメン ����7倍粥 鶏肉と人参のやわらか煮 チンゲン菜の玉子とじ煮 ���　　汁・砂 措・醤油・チンケン兼・玉子・ ソーメン 

点く ��∴:∴:∵∵ みそ汁 ����・鶏肉・じゃが芋・玉ねぎ・ 人参・出し汁・砂糖・醤油・白 菜・コーン・焼ふ・味噌 ��7倍粥　米・鶏肉・じゃが芋・玉ねぎ・ 議三㌢蒜排誓盤鶴泊“白 みそ ����28 ��土 ���　すまし汁 　主食は主に麺類の提供になります。 詳細につきましては連絡帳にてご確認くださし 　休園日 軟飯米 

汁 14土　詳細義鵠藷認諾義認。。 15目　　休聞出 �����������ー �29 ��日 

30 ��月 ���鶏肉と大根のやわらか煮 ��・鶏肉・大根・人参・出し 汁・砂糖・醤油・ほうれん草・ 玉子・キャベツ・玉ねぎ ����7倍粥 鶏肉と大根のやわらか煮 ���米・鶏肉・大根・人参・出し 汁・砂糖・醤油・ほうれん草・ ���� 
∴;∴∴〕 �����������������ほうれん草と玉子のサラダ すまし汁 ������ほうれん草と玉子のサラダ すまし汁 ��� �玉子・キャベツ・玉ねぎ 

・・・口はり、おやつに付いている果物がお昼に提供となる場合と子ども達が食べやすいも のへ献立を変更する場合がございす。変更した場合は連絡帳に記入しますので、ご確認く ださい 

31 ��軟飯 火驚蒜みそ煮 ずまし汁・フルーツ(オレンジ) �����米・スケソウクフ王ねぎ・出 し汁・味席上人参・かぶ醤 油・オレンジ ����7倍粥 助宗タラと野菜のみそ煮 人参のだし煮 すまし汁・フルーツ(オレンジ) ���米・スケソウタラ・玉ねぎ出 し汁・味噌・人参・かぶ・蕃 


