
2018年

日付 完了期 後期 中期 初期

01木

野菜おじや  ささみの竜田揚
げ  彩りサラダ  麩のすまし汁
（マーガリンサンド・苺）

野菜おじや  ささみと野菜の煮
物  彩りサラダ  麩のすまし汁
（マーガリンサンド・苺）

野菜おじや  ささみと野菜の煮
物  彩りサラダ  すまし汁  （パ
ン粥）

10倍粥  ブロッコリーペースト
人参ペースト

02金
軟飯  厚揚げの煮物  トマト
みそ汁  （しらす入りおじや）

5倍粥  豆腐の煮物  トマト  み
そ汁  （しらす入りおじや）

7倍粥  豆腐の煮物  トマト  み
そ汁  （しらす入りおじや）

10倍粥  豆腐ペースト  トマト
ペースト

03土
軟飯  肉じゃが  コーンスープ 5倍粥  肉じゃが  コーンスー

プ
7倍粥  じゃが芋の煮物  コー
ンスープ

10倍粥  じゃがいもペースト
人参ペースト

05月
マーボー豆腐丼  バナナ  中
華スープ  （味噌おじや）

マーボー豆腐丼  バナナ  中
華スープ  （味噌おじや）

マーボー豆腐丼風  バナナ
スープ  （味噌おじや）

10倍粥  豆腐ペースト  人参
ペースト

06火
軟飯  大豆の磯煮  和風サラ
ダ  みそ汁  （食パンきな粉）

5倍粥  大豆の磯煮  和風サラ
ダ  みそ汁  （食パンきな粉）

7倍粥  大豆の磯煮  和風ｻﾗ
ﾀﾞ  みそ汁  （ﾊﾟﾝ粥きなこ）

10倍粥  じゃがいもペースト
きゅうりペースト

07水
肉煮込みうどん  ミニトマト  豆
腐スープ  （蒸し芋）

肉煮込みうどん  ミニトマト  豆
腐スープ  （蒸し芋）

肉煮込みうどん  トマト  豆腐
スープ  （蒸し芋）

うどんペースト  人参ペースト
豆腐ペースト

08木
わかめ御飯  カレイの西京焼
き  バナナ  すまし汁  （食パン
トースト）

わかめ御飯  カレイの塩焼き
バナナ  すまし汁（麩）  （食パ
ントースト）

わかめ入り粥  カレイの塩焼
き  バナナ  すまし汁（麩）
（パン粥きな粉入り）

10倍粥  白菜ペースト  かぼ
ちゃペースト

09金
軟飯  八宝菜  春雨サラダ  み
そ汁（さつま芋）  （米粉の人
参ケーキ）

5倍粥  八宝菜  春雨サラダ
みそ汁（さつま芋）  （米粉の
人参ケーキ）

7倍粥  野菜の煮物  きゅうり
おろし  みそ汁（さつま芋）
（米粉の人参ケーキ）

10倍粥  白菜ペースト  さつま
芋ペースト

10土
煮込みうどん  チーズ（棒）  い
ちご

煮込みうどん  チーズ（棒）  い
ちご

煮込みうどん  かぼちゃ煮 うどんペースト  かぼちゃペー
スト  小松菜ペースト

12月
ゆかり御飯  おでん  白菜の
浅漬  みそ汁  （野菜おじや）

ゆかり御飯  おでん  白菜の
浅漬  みそ汁  （野菜おじや）

ゆかり入り粥  おでん  白菜の
浅漬  みそ汁  （野菜おじや）

10倍粥  大根ペースト  人参
ペースト

13火
軟飯  かれいの塩焼き  高野
豆腐の煮物  みそ汁  （人参お
にぎり）

5倍粥  かれいの塩焼き  高野
豆腐の煮物  みそ汁  （人参お
にぎり）

7倍粥  かれいの塩焼き  高野
豆腐の煮物  みそ汁  （人参お
にぎり）

10倍粥  大根ペースト  人参
ペースト

14水
食パン  ポークビーンズ  ブ
ロッコリー  コンソメスープ
（おかかおにぎり）

食パン（耳なし）  ポークビーン
ズ  ブロッコリー  コンソメスー
プ  （おかかおにぎり）

パン粥  大豆のトマト煮  ブ
ロッコリー  コンソメスープ
（かぼちゃ茶巾）

パン粥  じゃやが芋ペースト
ブロッコリーペースト

15木
まいたけご飯  ボイルウィン
ナー  マッシュポテト  すまし汁
（ホットケーキ）

5倍粥  ささみと野菜の煮物
マッシュポテト  すまし汁
（ホットケーキ）

7倍粥  ささみと野菜の煮物
マッシュポテト  すまし汁  （パ
ン粥）

10倍粥  人参ペースト  じゃが
芋ペースト

16金
軟飯  豚肉と野菜のトマト煮
キャベツの磯和え  コンソメ
スープ  (食パンきな粉）

5倍粥  豚肉と野菜のトマト煮
キャベツの磯和え  コンソメ
スープ  (食パンきな粉）

7倍粥  鶏ひき肉と野菜のトマ
ト煮  キャベツの磯和え  コン
ソメスープ  (パン粥きなこ）

10倍粥  キャベツペースト  玉
ねぎペースト

17土
けんちんうどん  チーズ（キャ
ンディー）

けんちんうどん  チーズ（キャ
ンディー）

煮込みうどん  人参煮 うどんペースト  人参ペースト
大根ペースト

19月
食パン  クリームシチュー
キャベツの和え物  （人参おに
ぎり）

食パン  鶏肉と野菜の煮物
ｷｬﾍﾞﾂの和え物  （人参おにぎ
り）

パン粥  鶏肉と野菜の煮物
ｷｬﾍﾞﾂの和え物  （人参おにぎ
り）

パン粥  さつま芋ペースト  ブ
ロッコリーペースト

20火
軟飯  ささみの竜田揚げ  ブ
ロッコリーサラダ  春雨スープ
（ホットケーキ・バナナ）

5倍粥  ささみの玉ねぎ煮  ゆ
でブロッコリー  春雨スープ
（ホットケーキ・バナナ）

7倍粥  ささみの玉ねぎ煮  ゆ
でブロッコリー  春雨スープ
（かぼちゃ茶巾）

10倍粥  玉ねぎペースト  人参
ペースト

22木
軟飯  中華風チキン  マカロニ
サラダ  野菜スープ  （食パン
トースト）

5倍粥  中華風チキン  マカロ
ニサラダ  野菜スープ  （食パ
ントースト）

7倍粥  チキンとたまねぎ煮
きゅうりの和え物  野菜スープ
（パン粥）

10倍粥  きゅうりペースト  人
参ペースト

23金
軟飯  じゃが芋と豚肉の煮物
キャベツのマヨ和え  みそ汁
（みそおじや）

5倍粥  じゃが芋と豚肉の煮物
キャベツの和え物  みそ汁
（みそおじや）

7倍粥  じゃが芋と豚肉の煮物
キャベツの和え物  みそ汁
（みそおじや）

10倍粥  じゃが芋ペースト
キャベツペースト

26月
軟飯  肉じゃが  ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ
みそ汁  （マカロニきな粉）

5倍粥  肉じゃが  ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗ
ﾀﾞ  みそ汁  （マカロニきな粉）

7倍粥  じゃが芋の煮物  ブ
ロッコリー  みそ汁 （きな粉
粥）

10倍粥  大根ペースト  じゃが
芋ペースト

27火
軟飯  鶏ひき肉団子  ほうれ
ん草のしらす和え  みそ汁
（苺ジャムサンド）

5倍粥  鶏ひき肉団子  ほうれ
ん草のしらす和え  みそ汁
（苺ジャムサンド）

7倍粥  鶏ひき肉団子  ほうれ
ん草のしらす和え  みそ汁
（パン粥）

10倍粥  ほうれん草ペースト
じゃが芋ペースト

28水
豆腐ドライカレー風  中華スー
プ  チーズ（棒）  （しらす入り
おじや）

マーボー豆腐丼  野菜スープ
かぼちゃ煮  （しらす入りおじ
や）

マーボー豆腐丼  野菜スープ
かぼちゃ煮  （しらす入りおじ
や）

10倍粥  玉ねぎペースト  人参
ペースト

29木
豚肉丼  ほうれん草の和え物
みそ汁（かぼちゃ）  （米粉の
ホットケーキ）

豚肉丼  ほうれん草の和え物
みそ汁（かぼちゃ）  （米粉の
ホットケーキ）

7倍粥  玉ねぎとささみの煮物
ほうれん草の和え物  みそ汁
（小松菜入り粥）

10倍粥  ほうれん草ペースト
かぼちゃペースト

30金
軟飯  カレイの煮つけ  キャベ
ツの磯和え  みそ汁  （マカロ
ニきな粉）

5倍粥  カレイの煮つけ  キャ
ベツの磯和え  みそ汁  （マカ
ロニきな粉）

7倍粥  カレイの煮つけ  キャ
ベツの磯和え  みそ汁  （かぼ
ちゃ茶巾）

10倍粥  キャベツペースト  小
松菜ペースト

31土
チャーハン  チーズ  中華スー
プ（チンゲン菜）

おじや  チーズ  中華スープ
（チンゲン菜）

おじや  スープ（玉ねぎ） 10倍粥  人参ペースト  玉ねぎ
ペースト

3月　離乳食予定献立表

・午前のおやつは赤ちゃん用のせんべい・ﾏﾝﾅﾋﾞｽｹｯﾄを提供しております。  材料の納入状況により、献立を変更する事があります。

・語尾の(　　　)内は午後のおやつとなっております。・後期食は手づかみ食べの練習としてスティックお野菜（人参など）を昼食につけています。


