
2018年

日付 完了期 後期 中期 初期

01木

軟飯  お豆とひき肉の煮物  ト
マト  野菜スープ  （味噌煮込
みうどん）

５倍粥  お豆とひき肉の煮物
トマト  野菜スープ  （味噌煮
込みうどん）

７倍粥  お豆とひき肉の煮物
トマト  野菜スープ  （味噌煮
込みうどん）

10倍粥  人参ペースト  トマト
ペースト

02金

軟飯  ポトフ（冬野菜）  野菜
のおかか和え  わかめスープ
（ねぎ）  （食パンきな粉）

５倍粥  ポトフ（冬野菜）  野菜
のおかか和え  わかめスープ
（ねぎ）  （食パンきな粉）

７倍粥  ポトフ（冬野菜）  野菜
のおかか和え  わかめスープ
（ねぎ）  （食パンきな粉）

10倍粥  かぶペースト  人参
ペースト

03土
焼きビーフン  野菜スープ（か
ぶ）  バナナ

焼きビーフン  野菜スープ（か
ぶ）  バナナ

７倍粥  野菜の煮物  スープ
（かぶ）  バナナ

10倍粥  玉ねぎペースト  かぶ
ペースト

05月

軟飯  豆腐の煮物  和風サラ
ダ  みそ汁（小松菜）  （米粉
ホットケーキ）

５倍粥  豆腐の煮物  和風サ
ラダ  みそ汁（小松菜）  （米粉
ホットケーキ）

７倍粥  豆腐の煮物  きゅうり
おろし  みそ汁（小松菜）  （人
参粥）

10倍粥  豆腐ペースト  大根
ペースト

06火

軟飯  豚肉と野菜の煮物
キャベツの磯和え  みそ汁
（麩）  （食パントースト）

５倍粥  鶏ひきと野菜の煮物
キャベツの磯和え  みそ汁
（麩）  （食パントースト）

７倍粥  鶏ひきと野菜の煮物
キャベツの磯和え  みそ汁
（麩）  （きな粉入りパン粥）

10倍粥  かぼちゃペースト
キャベツペースト

07水

軟飯  野菜の味噌炒め煮  ト
マト  中華スープ  （ポテトフラ
イ）

５倍粥  野菜の味噌炒め煮  ト
マト  中華スープ  （青のりポ
テト）

７倍粥  野菜の味噌煮  トマト
中華スープ  （青のりポテト）

10倍粥  トマトペースト  人参
ペースト

08木

煮込みうどん  小松菜のおか
か和え  バナナ  （ゆかりおに
ぎり）

煮込みうどん  小松菜のおか
か和え  バナナ  （ゆかりおに
ぎり）

煮込みうどん  小松菜のおか
か和え  バナナ  （ゆかり入り
粥）

うどんペースト  人参ペースト
大根ペースト

09金

軟飯  かれいの焼き魚  ほう
れん草ともやしのナムル  豆
腐すまし汁  （しらす入りおじ
や）

５倍粥  かれいの焼き魚  ほう
れん草ともやしのナムル  豆
腐すまし汁  （しらす入りおじ
や）

７倍粥  かれいの焼き魚  ほう
れん草ともやしのナムル  豆
腐すまし汁  （しらす入りおじ
や）

10倍粥  ほうれん草ペースト
人参ペースト

10土
チャーハン  和風スープ  バナ
ナ

中華風おじや  和風スープ
バナナ

中華風おじや  和風スープ
バナナ

10倍粥  人参ペースト  かぼ
ちゃペースト

13火

マーボー豆腐丼  キャベツの
サラダ  わかめスープ  （煮込
みうどん）

マーボー豆腐丼  キャベツの
サラダ  わかめスープ  （煮込
みうどん）

マーボー豆腐丼風  キャベツ
のサラダ  わかめスープ  （煮
込みうどん）

10倍粥  豆腐ペースト  キャベ
ツペースト

14水

軟飯  肉じゃが  みかん  みそ
汁（こまつな）  （ホットケーキ）

５倍粥  肉じゃが  みかん  み
そ汁（こまつな）  （ホットケー
キ）

７倍粥  じゃが芋の煮物  みか
ん  みそ汁（こまつな）  （きな
粉入りパン粥）

10倍粥  じゃが芋ペースト  玉
ねぎペースト

15木

食パン  鶏肉と野菜のポトフ
いちご  和風スープ  （しらす
入りおじや）

食パン（耳なし）  鶏肉と野菜
のポトフ  いちご  和風スープ
（しらす入りおじや）

パン粥  鶏肉と野菜のポトフ
人参煮  和風スープ  （しらす
入りおじや）

パン粥  ブロッコリーペースト
キャベツペースト

16金

軟飯  かれいの味噌焼き  磯
の香和え  のっぺい汁  （人参
おにぎり）

５倍粥  かれいの味噌焼き
磯の香和え  のっぺい汁  （人
参おにぎり）

７倍粥  かれいの焼き魚  磯
の香和え  野菜のすまし汁
（人参おにぎり）

10倍粥  ほうれん草ペースト
かぼちゃペースト

17土
けんちんうどん  バナナ けんちんうどん  バナナ しらす入りうどん  バナナ うどんペースト  大根ペースト

19月

軟飯  野菜の煮物  ほうれん
草のおかか和え  豆腐すまし
汁  （米粉の焼きうどん）

５倍粥  野菜の煮物  ほうれん
草のおかか和え  豆腐すまし
汁  （米粉の煮込みうどん）

７倍粥  野菜の煮物  ほうれん
草のおかか和え  豆腐すまし
汁  （米粉の煮込みうどん）

10倍粥  じゃが芋ペースト  豆
腐ペースト

20火

軟飯  かじきの照り焼き  キャ
ベツとしらす和え  みそ汁（わ
かめ）  （マカロニきな粉）

５倍粥  かじきの照り焼き
キャベツとしらす和え  みそ汁
（わかめ）  （マカロニきな粉）

７倍粥  かじきの焼き魚  キャ
ベツとしらす和え  みそ汁（わ
かめ）  （きな粉入り粥）

10倍粥  キャベツペースト  豆
腐ペースト

21水
豚丼風  バナナ  春雨スープ
（味噌煮込みうどん）

豚丼風  バナナ  春雨スープ
（味噌煮込みうどん）

７倍粥  鶏ひきと野菜の煮物
バナナ  野菜スープ  （味噌煮
込みうどん）

10倍粥  玉ねぎペースト  にん
じんペースト

22木

軟飯  チキンと玉ねぎの炒め
煮  小松菜の磯和え  豆腐
スープ  （チーズサンド）

５倍粥  チキンと玉ねぎの炒
め煮  小松菜の磯和え  豆腐
スープ  （チーズサンド）

７倍粥  ささみの玉ねぎ煮  小
松菜の磯和え  豆腐スープ
（パン粥）

10倍粥  小松菜ペースト  人
参ペースト

23金
軟飯  厚揚げと里芋の煮物
トマト  みそ汁（大根）  （ホット
ケーキ）

５倍粥  豆腐の煮物  トマト
みそ汁（大根）  （ホットケー
キ）

７倍粥  豆腐の煮物  トマト
みそ汁（大根）  （しらす入り
粥）

10倍粥  人参ペースト  大根
ペースト

26月

中華丼風  バナナ  コンソメ
スープ  （食パントースト）

中華丼風  バナナ  コンソメ
スープ  （食パントースト）

７倍粥  野菜の炒め煮  白菜
の和え物  コンソメスープ  （パ
ン粥）

10倍粥  白菜ペースト  玉ねぎ
ペースト

27火

軟飯  かれいの塩焼き  白菜
の和え物  みそ汁（さつま芋）
（マカロニきな粉）

５倍粥  かれいの塩焼き  白
菜の和え物  みそ汁（さつま
芋）  （マカロニきな粉）

７倍粥  かれいの塩焼き  白
菜の和え物  みそ汁（さつま
芋）  （きな粉入り粥）

10倍粥  白菜ペースト  さつま
芋ペースト

28水

食パン  鶏肉とかぼちゃのクリー
ム煮  ブロッコリーのおかか和え
みかん  （ゆかりおにぎり）

食パン(耳なし）  鶏肉とかぼちゃ
のクリーム煮  ブロッコリーのおか
か和え  みかん  （ゆかりおにぎ
り）

パン粥  鶏肉とかぼちゃの煮物
ブロッコリーのおかか和え  みか
ん  （ゆかり入り粥）

パン粥  かぼちゃペースト  ブロッ
コリーペースト

２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。


