
2018年
日付 完了期 後期 中期 初期

02月
軟飯  肉じゃが  ほうれん草の
納豆和え  みそ汁（大根）  （煮
込みうどん）

5倍粥  肉じゃが（鶏ひき）  ほ
うれん草の和え物  みそ汁（大
根）  （煮込みうどん）

7倍粥  肉じゃが（鶏ひき）  ほ
うれん草煮  みそ汁（大根）
（煮込みうどん）

10倍粥  ほうれん草ペースト
大根ペースト

03火
軟飯  ささみと玉ねぎ煮  チー
ズ（棒）  みそ汁（麩）  （ゆかり
おにぎり）

5倍粥  ささみと玉ねぎ煮  ヨー
グルト  みそ汁（麩）  （ゆかり
おにぎり）

7倍粥  ささみと玉ねぎ煮  ヨー
グルト  みそ汁（麩）  （ゆかり
入り粥）

10倍粥  玉ねぎペースト  かぼ
ちゃペースト

04水
軟飯  豆腐と野菜の煮物  トマ
ト  すまし汁  （かぼちゃ茶巾）

5倍粥  豆腐と野菜の煮物  ト
マト  すまし汁  （かぼちゃ茶
巾）

7倍粥  豆腐と野菜の煮物  ト
マト  すまし汁  （かぼちゃ茶
巾）

10倍粥  人参ペースト  豆腐
ペースト

05木
みそ煮込みうどん  和風サラ
ダ  すまし汁  （食パンきな粉）

みそ煮込みうどん  野菜ｽﾃｨｯ
ｸ  すまし汁  （食パンきな粉）

みそ煮込みうどん  人参煮
すまし汁  （きな粉パン粥）

うどんペースト  玉ねぎペース
ト  人参ペースト

06金
軟飯  鶏ひき肉団子  きゅうり
スティック  すまし汁（大根）
（青のりポテト）

5倍粥  鶏ひき肉団子  きゅう
りスティック  すまし汁（大根）
（青のりポテト）

7倍粥  鶏ひき肉団子  きゅう
りおろし  すまし汁（大根）
（青のりポテト）

10倍粥  大根ペースト  じゃが
芋ペースト

07土
しらすうどん  チーズ（棒）  バ
ナナ

しらすうどん  きゅうりスティッ
ク  バナナ

しらすうどん  きゅうりおろし
すまし汁

うどんペースト  きゅうりおろし

09月
軟飯  さつま揚げと野菜の煮
物  もやしの和え物  和風スー
プ  （しらすおじや）

5倍粥  豆腐の煮物  野菜ス
ティック  和風スープ  （しらす
おじや）

7倍粥  豆腐の煮物  人参煮
和風スープ  （しらすおじや）

10倍粥  豆腐ペースト  人参
ペースト

10火
マーボー豆腐丼  チーズ（棒）
野菜スープ  （食パンスティッ
ク）

マーボー豆腐丼  ヨーグルト
野菜スープ  （食パンスティッ
ク）

マーボー豆腐丼  ヨーグルト
野菜スープ  （パン粥）

10倍粥  玉ねぎペースト  じゃ
が芋ペースト

11水
食パン  ポークチャップ  キャ
ベツの和え物  コーンスープ
（人参おにぎり）

食パン  鶏ひき肉のトマト煮
キャベツの和え物  野菜スー
プ  （人参おにぎり）

パン粥  鶏ひき肉のトマト煮
キャベツ煮  野菜スープ  （人
参粥）

パン粥  キャベツペースト  人
参ペースト

12木
軟飯  ｶﾚｲの煮付  ｺｰﾝｻﾗﾀﾞ
麩のすまし汁  （食ﾊﾟﾝﾄｰｽﾄ)

5倍粥  ｶﾚｲの煮付  野菜ｽﾃｨｯ
ｸ  麩のすまし汁  （食ﾊﾟﾝﾄｰｽ
ﾄ)

7倍粥  ｶﾚｲの煮付  人参煮
麩のすまし汁  （パン粥)

10倍粥  人参ペースト  キャベ
ツペースト

13金
軟飯  大豆の磯煮  きゅうりの
和え物  すまし汁  （青のりﾎﾟﾃ
ﾄ)

5倍粥  大豆の煮物  きゅうりｽ
ﾃｨｯｸ  すまし汁  （青のりﾎﾟﾃﾄ)

7倍粥  大豆の煮物  きゅうり
おろし  すまし汁  （青のりﾎﾟﾃ
ﾄ)

10倍粥  じゃが芋ペースト  人
参ペースト

14土
野菜おじや  人参スティック
豆腐スープ

野菜おじや  人参スティック
豆腐スープ

野菜おじや  人参煮  豆腐
スープ

10倍粥  豆腐ペースト  人参
ペースト

17火
軟飯  肉じゃが  ﾄﾏﾄ  しらすの
ｽｰﾌﾟ  （食ﾊﾟﾝﾄｰｽﾄ）

5倍粥  肉じゃが（鶏ひき）  ﾄﾏ
ﾄ  しらすのｽｰﾌﾟ  （食ﾊﾟﾝﾄｰｽ
ﾄ）

7倍粥  肉じゃが（鶏ひき）  ﾄﾏ
ﾄ  しらすのｽｰﾌﾟ  （パン粥）

10倍粥  じゃが芋ペースト  ト
マトペースト

18水
ﾏｰﾎﾞｰ茄子丼  磯の香和え
わかめ汁（ねぎ）  （食パンき
な粉）

ﾏｰﾎﾞｰ茄子丼  ほうれん草の
和え物  わかめ汁（ねぎ）  （食
パンきな粉）

ﾏｰﾎﾞｰ茄子丼  ほうれん草煮
わかめ汁（ねぎ）  (きな粉パン
粥）

10倍粥  豆腐ペースト  玉ねぎ
ペースト

19木
ピラフ  鶏ひき肉団子  ポテト
サラダ  野菜スープ  （人参お
にぎり）

5倍粥  鶏ひき肉団子  ﾏｯｼｭﾎﾟ
ﾃﾄ  和風スープ  (人参おにぎ
り）

7倍粥  鶏ひき肉団子  ﾏｯｼｭﾎﾟ
ﾃﾄ  和風スープ  (人参粥）

10倍粥  じゃが芋ペースト  人
参ペースト

20金
軟飯  カレイの煮付  大豆の
煮物  すまし汁  （しらすおじ
や）

5倍粥  カレイの煮付  大豆の
煮物  すまし汁  （しらすおじ
や）

7倍粥  カレイの煮付  大豆の
煮物  すまし汁  （しらすおじ
や）

10倍粥  人参ペースト  かぼ
ちゃペースト

21土
味噌煮込みうどん  野菜スー
プ  チーズ棒

味噌煮込みうどん  野菜スー
プ  人参スティック

味噌煮込みうどん  野菜スー
プ  人参煮

うどんペースト  人参ペースト
かぼちゃペースト

23月
軟飯  鶏ひき肉団子  キャベツ
のサラダ  みそ汁(大根）  （か
ぼちゃ茶巾）

5倍粥  鶏ひき肉団子  キャベ
ツのサラダ  みそ汁(大根）
（かぼちゃ茶巾）

7倍粥  鶏ひき肉団子  キャベ
ツ煮  みそ汁(大根）  （かぼ
ちゃ茶巾）

10倍粥  キャベツペースト  豆
腐ペースト

24火
軟飯  かぼちゃと鶏そぼろ煮
ブロッコリーサラダ  ヨーグルト
（しらすおにぎり）

5倍粥  かぼちゃと鶏そぼろ煮
ブロッコリー  ヨーグルト  （しら
すおにぎり）

7倍粥  かぼちゃと鶏そぼろ煮
ブロッコリー  ヨーグルト  （しら
す粥）

10倍粥  ブロッコリーペースト
人参ペースト

25水
食パン  ポトフ  ﾄﾏﾄ  ﾖｰｸﾞﾙﾄ
（野菜おじや）

食パン  ポトフ  ﾄﾏﾄ  ﾖｰｸﾞﾙﾄ
（野菜おじや）

パン粥  ポトフ  ﾄﾏﾄ  ﾖｰｸﾞﾙﾄ
（野菜おじや）

パン粥  キャベツペースト
じゃが芋ペースト

26木
軟飯  かじきの煮付け  高野
豆腐の煮物  みそ汁（たまね
ぎ）  （食パンきな粉）

5倍粥  かじきの煮付け  高野
豆腐の煮物  みそ汁（たまね
ぎ）  （食パンきな粉）

7倍粥  かじきの煮付け  高野
豆腐の煮物  みそ汁（たまね
ぎ）  （パン粥きな粉）

10倍粥  人参ペースト  かぼ
ちゃペースト

27金
中華風肉味噌うどん  きゅうり
和え物  豆腐スープ  （青のり
ポテト）

味噌煮込みうどん  きゅうりｽ
ﾃｨｯｸ  豆腐スープ  （青のりポ
テト）

味噌煮込みうどん  きゅうりお
ろし  豆腐スープ  （青のりポ
テト）

うどんペースト  じゃが芋ペー
スト  豆腐ペースト

28土
しらすおじや  野菜スープ
チーズ（棒）

しらすおじや  野菜スープ  人
参ｽﾃｨｯｸ

しらすおじや  野菜スープ  人
参煮

10倍粥  キャベツペースト  人
参ペースト

30月
ゆかり御飯  鶏ひき肉団子
きゅうりｽﾃｨｯｸ  すまし汁  （煮
込みうどん）

5倍粥  鶏ひき肉団子  きゅう
りｽﾃｨｯｸ  すまし汁  （煮込みう
どん）

7倍粥  鶏ひき肉団子  ほうれ
ん草煮  すまし汁  （煮込みう
どん）

10倍粥  人参ペースト  ほうれ
ん草ペースト

31火
マーボーなす丼  きゅうりの塩
もみ  野菜スープ  （人参おに
ぎり）

マーボーなす丼  きゅうりの塩
もみ  野菜スープ  （人参おに
ぎり）

マーボーなす丼  きゅうりおろ
し  野菜スープ  （人参粥）

10倍粥  豆腐ペースト  人参
ペースト

7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。


