
日付 完了期 後期 中期 初期

04木

軟飯  肉じゃが  キャベツの和
え物  みそ汁（玉ねぎ）  （ゆか
りおにぎり）

5倍粥  肉じゃが  キャベツの
和え物  みそ汁（玉ねぎ）  （ゆ
かりおにぎり）

7倍粥  肉じゃが（鶏ひき肉）
キャベツの和え物  みそ汁（玉
ねぎ）  （ゆかり入り粥）

10倍粥  じゃがいもペースト
人参ペースト

05金
軟飯  凍り豆腐と鶏肉の煮物
トマト  みそ汁（さつま芋・わか
め）  （チーズサンド）

5倍粥  凍り豆腐と鶏肉の煮
物  トマト  みそ汁（さつま芋・
わかめ）  （チーズサンド）

7倍粥  凍り豆腐と鶏肉の煮
物  トマト  みそ汁（さつま芋・
わかめ）  （きな粉パン粥）

10倍粥  玉ねぎペースト  トマ
トペースト

06土
けんちんうどん  バナナ けんちんうどん  バナナ 野菜うどん  バナナ うどんペースト  大根ペースト

09火

軟飯  豚肉と野菜のトマト煮
和風サラダ  春雨スープ  （煮
込みうどん）

5倍粥  鶏肉と野菜のトマト煮
和風サラダ  春雨スープ  （煮
込みうどん）

7倍粥  鶏肉と野菜のトマト煮
和風サラダ  野菜スープ  （煮
込みうどん）

10倍粥  キャベツペースト  人
参ペースト

10水

にんじん御飯  鶏ひき肉団子
野菜のゆかり和え  すまし汁
（白菜）  （さつま芋茶巾）

にんじん御飯  鶏ひき肉団子
野菜のゆかり和え  すまし汁
（白菜）  （さつま芋茶巾）

にんじん入り粥  鶏ひき肉団
子  野菜のゆかり和え  すまし
汁（白菜）  （さつま芋茶巾）

10倍粥  豆腐ペースト  きゅう
りペースト

11木

軟飯  かじきの煮付け  小松
菜の和え物  みそ汁(豆腐）
（みそおじや）

5倍粥  かじきの煮付け  小松
菜の和え物  みそ汁(豆腐）
（みそおじや）

7倍粥  かじきの煮付け  小松
菜の和え物  みそ汁(豆腐）
（みそおじや）

10倍粥  小松菜ペースト  人
参ペースト

12金
軟飯  肉じゃが（豚肉）  りんご
みそ汁（大根）  （食パンきな
粉）

5倍粥  肉じゃが（豚肉）  りん
ご  みそ汁（大根）  （食パンき
な粉）

7倍粥  じゃが芋の煮物  りん
ご  みそ汁(大根）  (きな粉パ
ン粥）

10倍粥  じゃがいもペースト
大根ペースト

13土
とん汁うどん  みかん 味噌煮込みうどん  みかん 味噌煮込みうどん  みかん うどんペースト  大根ペースト

15月
軟飯  ささみと野菜の煮物  ト
マト  豆腐みそ汁  （煮込みう
どん）

5倍粥  ささみと野菜の煮物
トマト  豆腐みそ汁  （煮込みう
どん）

7倍粥  ささみと野菜の煮物
トマト  豆腐みそ汁  （煮込みう
どん）

10倍粥  トマトペースト  豆腐
ペースト

16火
マーボー豆腐丼  ブロッコリー
みかん  （チーズサンド）

マーボー豆腐丼  ブロッコリー
みかん  （チーズサンド）

マーボー豆腐丼  ブロッコリー
みかん  （きな粉パン粥）

10倍粥  ブロッコリーペースト
人参ペースト

17水

軟飯  カレイの焼き魚  ひじき
の炒め煮  みそ汁（わかめ）
（野菜おじや）

5倍粥  カレイの焼き魚  ひじ
きの炒め煮  みそ汁（わかめ）
（野菜おじや）

7倍粥  カレイの煮付け  人参
煮  みそ汁（わかめ）  （野菜お
じや）

10倍粥  人参ペースト  かぼ
ちゃペースト

18木

食パン  ささみのトマト煮  い
ちご  コンソメスープ  （ゆかり
おにぎり）

食パン(耳なし）  ささみのトマ
ト煮  いちご  コンソメスープ
（ゆかりおにぎり）

パン粥  ささみのトマト煮  い
ちご  コンソメスープ  （ゆかり
入り粥）

パン粥  キャベツペースト  玉
ねぎペースト

19金

軟飯  大根と豚肉の煮物  さ
つまいものサラダ  みそ汁（か
ぶ）  （煮込みうどん）

5倍粥  大根と高野豆腐の煮
物  さつまいものサラダ  みそ
汁（かぶ）  （煮込みうどん）

7倍粥  大根と高野豆腐の煮
物  さつまいものサラダ  みそ
汁（かぶ）  （煮込みうどん）

10倍粥  大根ペースト  かぶ
ペースト

20土
味噌煮込みうどん  白菜の和
え物  みかん

味噌煮込みうどん  白菜の和
え物  みかん

味噌煮込みうどん  白菜の和
え物  みかん

うどんペースト  人参ペースト
はくさいペースト

22月

しらす御飯  豆腐の煮物  ブ
ロッコリー  和風スープ  （マカ
ロニきな粉）

しらす入り粥  豆腐の煮物  ブ
ロッコリー  和風スープ  （マカ
ロニきな粉）

しらす入り粥  豆腐の煮物  ブ
ロッコリー  和風スープ  （きな
粉入り粥）

10倍粥  豆腐ペースト  ブロッ
コリーペースト

23火

軟飯  厚揚げと野菜のそぼろ
煮  きゅうりの和え物  みそ汁
（もやし）  （チーズサンド）

5倍粥  豆腐と野菜のそぼろ
煮  きゅうりの和え物  みそ汁
（もやし）  （チーズサンド）

7倍粥  豆腐と野菜の煮物
きゅうりの和え物  みそ汁（も
やし）  （パン粥）

10倍粥  じゃがいもペースト
人参ペースト

24水

食パン  マカロニのトマト煮
みかん  コンソメスープ  （しら
す入りおにぎり）

食パン（耳なし）  マカロニのト
マト煮  みかん  コンソメスー
プ  （しらす入りおにぎり）

パン粥  野菜のトマト煮  みか
ん  コンソメスープ  （しらす入
り粥）

パン粥  玉ねぎペースト  人参
ペースト

25木
軟飯  かじきの煮付  りんご
麩のすまし汁  （食パンきな
粉）

5倍粥  かじきの煮付  りんご
麩のすまし汁  （食パンきな
粉）

7倍粥  かじきの煮付  りんご
麩のすまし汁  （きな粉入りパ
ン粥）

10倍粥  人参ペースト  かぼ
ちゃペースト

26金

軟飯  豚肉のトマト煮  キャベ
ツのゆかり和え  いちご  （煮
込みうどん）

5倍粥  豚肉のトマト煮  キャ
ベツのゆかり和え  いちご
（煮込みうどん）

7倍粥  野菜のトマト煮  キャ
ベツの和え物  いちご  （煮込
みうどん）

10倍粥  キャベツペースト  玉
ねぎペースト

27土
しらす入りおじや  バナナ  み
そ汁（玉ねぎ）

しらす入りおじや  バナナ  み
そ汁（玉ねぎ）

しらす入りおじや  バナナ  み
そ汁（玉ねぎ）

10倍粥  人参ペースト  玉ねぎ
ペースト

29月
軟飯  豚肉と玉ねぎの煮物
いちご  みそ汁（大根）  （ポテ
トフライ）

5倍粥  豚肉と玉ねぎの煮物
いちご  みそ汁（大根）  （青の
りポテト）

7倍粥  凍り豆腐の煮物  いち
ご  みそ汁（大根）  （青のりポ
テト）

10倍粥  大根ペースト  玉ねぎ
ペースト

30火

軟飯  鶏ひき肉団子煮  キャ
ベツの磯和え  みそ汁（かぼ
ちゃ）  （マカロニきな粉）

5倍粥  鶏ひき肉団子煮  キャ
ベツの磯和え  みそ汁（かぼ
ちゃ）  （マカロニきな粉）

7倍粥  鶏ひき肉団子煮  キャ
ベツの磯和え  みそ汁（かぼ
ちゃ）  （きな粉入り粥）

10倍粥  豆腐ペースト  キャベ
ツペースト

31水

軟飯  じゃが芋とひき肉の煮
物  トマト  みそ汁（わかめ）
（味噌おじや）

5倍粥  じゃが芋とひき肉の煮
物  トマト  みそ汁（わかめ）
（味噌おじや）

7倍粥  じゃが芋とひき肉の煮
物  トマト  みそ汁（わかめ）
（味噌おじや）

10倍粥  じゃが芋ペースト  ト
マトペースト

1月 離乳食予定献立
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