
2018年

日付 完了期 後期 中期 初期

02月
チンジャオロース丼  コーンスープ
（中華風）  トマト  （蒸し芋）

5倍粥  鶏ひき肉と野菜の煮物  ト
マト  野菜スープ  （蒸し芋）

7倍粥  鶏ひき肉と野菜の煮物  ト
マト  野菜スープ  （芋のとろとろ
煮）

10倍粥  玉ねぎペースト  人参
ペースト

03火
軟飯  豚肉の煮物  ブロッコリー
サラダ  ヨーグルト  （野菜おじや）

5倍粥  鶏肉の煮物  ブロッコリー
ヨーグルト  （野菜おじや）

7倍粥  鶏肉の煮物  ブロッコリー
ヨーグルト  （野菜おじや）

10倍粥  かぼちゃペースト  ブロッ
コリーペースト

04水
軟飯  豚肉の炒め煮  小松菜のお
かか和え  豆腐のみそ汁  （食パ
ンきな粉）

5倍粥  鶏ひき肉の煮物  小松菜
のおかか和え  豆腐のみそ汁
（食パンきな粉）

7倍粥  鶏ひき肉の煮物  人参煮
豆腐のみそ汁  （パン粥）

10倍粥  人参ペースト  玉ねぎ
ペースト

05木
食パン  ポークビーンズ  キャン
ディチーズ  かぶのスープ  （しら
すおにぎり）

食パン  ポトフ  トマト  （しらすおに
ぎり）

パン粥  ポトフ  トマト  （しらす入り
粥）

パン粥  じゃがいもペースト  トマト
ペースト

06金
軟飯  野菜の煮物  ほうれん草の
胡麻和え  みそ汁（かぼちゃ）
（青のりポテト）

5倍粥  豆腐と野菜の煮物  ほう
れん草の和え物  みそ汁（かぼ
ちゃ）  （青のりポテト）

7倍粥  豆腐と野菜の煮物  ほう
れん草煮  みそ汁（かぼちゃ）
（青のりポテト煮）

10倍粥  大根ペースト  ほうれん
草ペースト

07土
とん汁うどん  チーズ（棒）  バナ
ナ

煮込みうどん  人参スティック  バ
ナナ

煮込みうどん  人参煮 うどんペースト  大根ペースト  人
参ペースト

09月
軟飯  豆腐の炒り煮  キャベツの
磯和え  みそ汁(じゃがいも）  （マ
カロニきな粉）

5倍粥  豆腐の煮物  キャベツの
磯和え  みそ汁(じゃがいも）  （味
噌おじや）

7倍粥  豆腐の煮物  キャベツ煮
みそ汁(じゃがいも）  （味噌おじ
や）

10倍粥  キャベツペースト  じゃが
芋ペースト

10火
煮込みうどん  キャベツのおかか
和え  野菜スープ（かぶ）  （人参
おにぎり）

煮込みうどん  キャベツのおかか
和え  野菜スープ（かぶ）  （人参
おにぎり）

煮込みうどん  キャベツ煮  野菜
スープ（かぶ）  （人参かゆ）

うどんペースト  キャベツペースト
人参ペースト

11水
軟飯  かれいの塩焼き  ひじきと
大豆の炒り煮  けんちん汁  （しら
すおじや）

5倍粥  かれいの煮魚  人参ス
ティック  豆腐のすまし汁  （しらす
おじや）

7倍粥  かれいの煮魚  人参煮
豆腐のすまし汁  （しらすおじや）

10倍粥  大根ペースト  人参ペー
スト

12木
軟飯  肉じゃが  ほうれん草のしら
す和え  豆腐みそ汁（しめじ）  （煮
込みうどん）

5倍粥  鶏ひき肉の煮物  ほうれ
ん草のしらす和え  豆腐みそ汁
（煮込みうどん）

7倍粥  鶏ひき肉の煮物  ほうれ
ん草のしらす和え  豆腐みそ汁
（煮込みうどん）

10倍粥  じゃが芋ペースト  ほうれ
ん草ペースト

13金
麻婆豆腐丼  和風サラダ  春雨
スープ  （食パンスティック）

麻婆豆腐丼  きゅうりスティック
野菜スープ  （食パンスティック）

麻婆豆腐丼  きゅうりおろし  野菜
スープ  （パン粥）

10倍粥  キャベツペースト  たまね
ぎペースト

14土
味噌煮込みうどん  わかめスープ
いちご

味噌煮込みうどん  わかめスープ
人参スティック

味噌煮込みうどん  わかめスープ
人参煮

うどんペースト  人参ペースト
キャベツペースト

16月
軟飯  鶏ひき肉団子  スパゲティ
サラダ  かぶのスープ  （野菜おじ
や）

5倍粥  鶏ひき肉団子  スパゲティ
サラダ  かぶのスープ  （野菜おじ
や）

7倍粥  鶏ひき肉団子  人参煮  か
ぶのスープ  （野菜おじや）

10倍粥  かぶペースト  人参ペー
スト

17火
軟飯  回鍋肉  トマト  しらすスー
プ（ねぎ）  （青のりポテト）

5倍粥  野菜のみそ煮  トマト  しら
すスープ（ねぎ）  （青のりポテト）

7倍粥  野菜のみそ煮  トマト  しら
すスープ（ねぎ）  （青のりポテト）

10倍粥  キャベツペースト  トマト
ペースト

18水
軟飯  肉じゃが  おかか和え  ヨー
グルト  （さつま芋スティック）

5倍粥  肉じゃが  おかか和え
ヨーグルト  （さつま芋スティック）

7倍粥  肉じゃが  キャベツ煮
ヨーグルト  （さつま芋煮）

10倍粥  じゃが芋ペースト  玉ねぎ
ペースト

19木
にんじん御飯  ささみの竜田揚げ
ブロッコリーサラダ  麩のすまし汁
（えのき）  （煮込みうどん）

5倍粥  ささみのあんかけ  ブロッ
コリー  麩のすまし汁（えのき）
（煮込みうどん）

7倍粥  ささみのあんかけ  ブロッ
コリー  麩のすまし汁（えのき）
（煮込みうどん）

10倍粥  ブロッコリーペースト  か
ぼちゃペースト

20金
軟飯  かれいの塩焼き  ひじきの
炒め煮  野菜スープ  （かぼちゃ茶
巾）

5倍粥  かれいの煮魚  高野豆腐
の煮物  野菜スープ  （かぼちゃ茶
巾）

7倍粥  かれいの煮魚  高野豆腐
の煮物  野菜スープ  （かぼちゃ茶
巾）

10倍粥  じゃが芋ペースト  玉ねぎ
ペースト

21土
味噌おじや  すまし汁（キャベツ）
人参スティック

味噌おじや  すまし汁（キャベツ）
人参スティック

味噌おじや  すまし汁（キャベツ）
人参煮

10倍粥  人参ペースト  キャベツ
ペースト

23月
軟飯  炒り鶏  きゅうりの和え物
みそ汁（さつま芋）  （食パンス
ティック）

5倍粥  豆腐と野菜の煮物  きゅう
りスティック  みそ汁（さつま芋）
（食パンスティック）

7倍粥  豆腐と野菜の煮物  きゅう
りおろし  みそ汁（さつま芋）  （パ
ン粥）

10倍粥  大根ペースト  さつま芋
ペースト

24火
麻婆豆腐丼  トマト  中華スープ
（コーン）  （食パンきな粉）

麻婆豆腐丼  トマト  コンソメスー
プ  （食パンきな粉）

麻婆豆腐丼  トマト  コンソメスー
プ  （パン粥）

10倍粥  トマトペースト  人参ペー
スト

25水
軟飯  ささみの竜田揚げ  高野豆
腐の煮物  みそ汁（キャベツ）
（煮込みうどん）

5倍粥  ささみのあんかけ  人参ス
ティック  みそ汁（キャベツ）  （煮
込みうどん）

7倍粥  ささみのあんかけ  人参煮
みそ汁（キャベツ）  （煮込みうど
ん）

10倍粥  キャベツペースト  かぼ
ちゃペースト

26木
食パン  クリームシチュー（鶏肉）
ブロッコリーのおかか和え  ヨーグ
ルト  （わかめおにぎり）

食パン  ポトフ  ブロッコリーのお
かか和え  ヨーグルト  （人参おに
ぎり）

パン粥  ポトフ  ブロッコリー  ヨー
グルト  （人参粥）

パン粥  玉ねぎペースト  じゃが芋
ペースト

27金
軟飯  かれいの西京焼き  きゅうり
の和え物  麩のすまし汁  （かぼ
ちゃ茶巾）

5倍粥  かれいの西京焼き  きゅう
りの和え物  麩のすまし汁  （かぼ
ちゃ茶巾）

7倍粥  かれいの煮魚  きゅうりお
ろし  すまし汁  （かぼちゃ茶巾）

10倍粥  きゅうりペースト  人参
ペースト

28土
煮込みうどん  野菜スープ  オレン
ジ

煮込みうどん  野菜スープ  人参
スティック

煮込みうどん  野菜スープ  人参
煮

うどんペースト  キャベツペースト
人参ペースト

4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。


