
2018年
日付 完了期 後期 中期 初期

01金
食パン  大豆のトマト煮  キャ
ベツの磯和え  わかめスープ
（ゆかりおにぎり）

食パン（耳なし）  大豆のトマト
煮  キャベツの磯和え  わか
めスープ  （ゆかりおにぎり）

パン粥  大豆のトマト煮  キャ
ベツの磯和え  わかめスープ
（ゆかり入り粥）

パン粥  じゃが芋ペースト
キャベツペースト

02土
野菜おじや  スープ  きゅうり
スティック

野菜おじや  スープ  きゅうり
スティック

野菜おじや  スープ  人参煮 10倍粥  玉ねぎペースト  人参
ペースト

04月
軟飯  ささみと玉ねぎ煮  小松
菜ともやしのナムル  みそ汁
（なす）  （マカロニきな粉）

5倍粥  ささみと玉ねぎ煮  小
松菜の和え物  みそ汁（なす）
（マカロニきな粉）

7倍粥  ささみと玉ねぎ煮  小
松菜のやわらか煮  みそ汁
（なす）  （きな粉粥）

10倍粥  小松菜ペースト  玉
ねぎペースト

05火
軟飯  かれいの煮付け  アス
パラのゴマ和え  豆腐みそ汁
（煮込みうどん）

5倍粥  かれいの煮付け  人
参スティック  豆腐みそ汁
（煮込みうどん）

7倍粥  かれいの煮付け  人
参煮  豆腐みそ汁  （煮込みう
どん）

10倍粥  豆腐ペースト  人参
ペースト

06水
軟飯  ひき肉と野菜のトマト煮
コーンサラダ  ヨーグルト  （人
参おにぎり）

5倍粥  ひき肉と野菜のトマト
煮  キャベツの和え物  ヨーグ
ルト  （人参おにぎり）

7倍粥  ひき肉と野菜のトマト
煮  キャベツ煮  ヨーグルト
（人参入り粥）

10倍粥  人参ペースト  キャベ
ツペースト

07木
軟飯  肉じゃが(ひき肉）  きゅ
うりとしらす和え  すまし汁
（麩）  （食パントースト）

5倍粥  肉じゃが(ひき肉）
きゅうりとしらす和え  すまし汁
（麩）  （食パントースト）

7倍粥  肉じゃが(ひき肉）
きゅうりとしらす和え  すまし汁
（麩）  （パン粥）

10倍粥  じゃが芋ペースト  人
参ペースト

08金
軟飯  鶏ひき肉団子  塩もみ
きゅうり  野菜スープ  （味噌お
じや）

5倍粥  鶏ひき肉団子  きゅう
りスティック  野菜スープ  （味
噌おじや）

7倍粥  鶏ひき肉団子  人参煮
野菜スープ  （味噌おじや）

10倍粥  かぼちゃペースト  玉
ねぎペースト

09土
味噌煮込みうどん  すまし汁
（豆腐）  オレンジ

味噌煮込みうどん  すまし汁
（豆腐）  人参スティック

味噌煮込みうどん  すまし汁
（豆腐）  人参煮

うどんペースト  豆腐ペースト
人参ペースト

11月
軟飯  ささみのあんかけ  トマ
ト  みそ汁（玉ねぎ）  （かぼ
ちゃ茶巾）

5倍粥  ささみのあんかけ  ト
マト  みそ汁（玉ねぎ）  （かぼ
ちゃ茶巾）

7倍粥  ささみのあんかけ  ト
マト  みそ汁（玉ねぎ）  （かぼ
ちゃ茶巾）

10倍粥  かぼちゃペースト  ト
マトペースト

12火
軟飯（しらすふりかけ）  豆腐
の煮物  ブロッコリーサラダ
野菜スープ  （野菜おじや）

5倍粥  豆腐の煮物  ブロッコ
リー  野菜スープ  （野菜おじ
や）

7倍粥  豆腐の煮物  ブロッコ
リー  野菜スープ  （野菜おじ
や）

10倍粥  豆腐ペースト  ブロッ
コリーペースト

13水
軟飯  かじきの煮付け  春雨
サラダ  みそ汁（だいこん）
（ゆかりおにぎり）

5倍粥  かじきの煮付け  大根
スティック  みそ汁（玉ねぎ）
（ゆかりおにぎり）

7倍粥  かじきの煮付け  大根
煮  みそ汁（玉ねぎ）  （ゆかり
入り粥）

10倍粥  大根ペースト  人参
ペースト

14木
軟飯  肉じゃが（豚肉）  きゅう
りのゆかり和え  みそ汁（な
す）  （煮込みうどん）

5倍粥  肉じゃが（ひき肉）
きゅうりのゆかり和え  みそ汁
（なす）  （煮込みうどん）

7倍粥  肉じゃが（ひき肉）
きゅうりおろし  みそ汁（なす）
（煮込みうどん）

10倍粥  じゃが芋ペースト  人
参ペースト

15金
軟飯  鶏ひき肉団子  キャベツ
のゆかり和え  わかめスープ
（食パンきな粉）

5倍粥  鶏ひき肉団子  キャベ
ツのゆかり和え  わかめスー
プ  （食パンきな粉）

7倍粥  鶏ひき肉団子  キャベ
ツ煮  わかめスープ  （パン粥
きな粉）

10倍粥  キャベツペースト  玉
ねぎペースト

16土
味噌おじや  トマト  チーズ 味噌おじや  トマト  すまし汁 味噌おじや  トマト  すまし汁 10倍粥  トマトペースト  人参

ペースト

18月
軟飯  ポークチャップ  コーン
サラダ  中華スープ  （食パン
トースト）

5倍粥  ひき肉のトマト煮  きゅ
うりスティック  わかめスープ
（食パントースト）

7倍粥  ひき肉のトマト煮  きゅ
うりおろし  わかめスープ  （パ
ン粥）

10倍粥  人参ペースト  かぼ
ちゃぺペースト

19火
軟飯  カレイの煮魚  ほうれん
草の胡麻和え  麩のすまし汁
（えのき）  （しらすおじや）

5倍粥  カレイの煮魚  ほうれ
ん草のおかか和え  麩のすま
し汁  （しらすおじや）

7倍粥  カレイの煮魚  ほうれ
ん草煮  麩のすまし汁  （しら
すおじや）

10倍粥  ほうれん草ペースト
キャベツペースト

20水
軟飯  豆腐の煮物  きゅうりの
和え物  みそ汁（大根）  （ゆか
りおにぎり）

5倍粥  豆腐の煮物  きゅうり
の和え物  みそ汁（大根）  （ゆ
かりおにぎり）

7倍粥  豆腐の煮物  きゅうり
おろし  みそ汁（大根）  （ゆか
り入り粥）

10倍粥  豆腐ペースト  大根
ペースト

21木
おじや  鶏ひき団子  ポテトサ
ラダ  豆腐すまし汁  （味噌煮
込みうどん）

おじや  鶏ひき団子  マッシュ
ポテト  豆腐すまし汁  （味噌
煮込みうどん）

おじや  鶏ひき団子  マッシュ
ポテト  豆腐すまし汁  （味噌
煮込みうどん）

10倍粥  じゃが芋ペースト  人
参ペースト

22金
麻婆豆腐丼風  ﾄﾏﾄ  中華ｽｰ
ﾌﾟ（春雨）  （食ﾊﾟﾝきな粉）

麻婆豆腐丼風  ﾄﾏﾄ  ｺﾝｿﾒｽｰ
ﾌﾟ  （食パンきな粉）

麻婆豆腐丼風  ﾄﾏﾄ　ｺﾝｿﾒｽｰ
ﾌﾟ  （パン粥きな粉）

10倍粥  玉ねぎペースト  トマ
トペースト

25月
軟飯  チキンの玉ねぎ煮  マカ
ロニサラダ  わかめスープ
（かぼちゃ茶巾）

5倍粥  ささみのあんかけ  マ
カロニサラダ  和風スープ
（かぼちゃ茶巾）

7倍粥  ささみのあんかけ
きゅうりおろし  和風スープ
（かぼちゃ茶巾）

10倍粥  玉ねぎペースト  豆腐
ペースト

26火
煮込みうどん  ミックススロー
みそ汁（たまねぎ）  （青のりポ
テト）

煮込みうどん  野菜スティック
みそ汁（たまねぎ）  （青のりポ
テト）

煮込みうどん  人参煮  みそ
汁（たまねぎ）  （青のりポテト）

うどんペースト  キャベツペー
スト  人参ペースト

27水
軟飯  肉じゃが（ひき肉）  ヨー
グルト  わかめスープ  （にん
じんおにぎり）

5倍粥  肉じゃが（ひき肉）
ヨーグルト  わかめスープ
（にんじんおにぎり）

7倍粥  肉じゃが（ひき肉）
ヨーグルト  わかめスープ
（にんじん粥）

10倍粥  じゃが芋ペースト  人
参ペースト

28木
食パン ｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ  ﾄﾏﾄ　ｺﾝｿ
ﾒｽｰﾌﾟ （ゆかりおにぎり）

食パン（耳なし） ﾎﾟﾄﾌ　ﾄﾏﾄ　 ｺ
ﾝｿﾒｽｰﾌﾟ （ゆかりおにぎり）

パン粥  ﾎﾟﾄﾌ　ﾄﾏﾄ　ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ
（ゆかり入り粥）

パン粥  じゃが芋ペースト  玉
ねぎペースト

29金
軟飯  かれい煮付け  大豆の
煮物  すまし汁（小松菜）  （し
らすおじや）

5倍粥  かれい煮付け  人参ス
ティック  すまし汁（小松菜）
（しらすおじや）

7倍粥  かれい煮付け  人参
煮  すまし汁（小松菜）  （しら
すおじや）

10倍粥  人参ペースト  小松
菜ペースト

30土
野菜煮込みうどん  チーズ
（棒）  コーンスープ

野菜煮込みうどん  人参ス
ティック  和風スープ

野菜煮込みうどん  人参煮
和風スープ

うどんペースト  キャベツペー
スト  人参ペースト

6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。


