
2019年
日付 完了期 後期 中期 初期

04金
味噌おじや  チーズ  みそ
汁  （おかかおにぎり）

味噌おじや  チーズ  みそ
汁  （おかかおにぎり）

味噌おじや  人参煮  みそ
汁  （おかか入り粥）

10倍粥  人参ペースト  さ
つま芋ペースト

05土
軟飯  肉じゃが  チーズ  わ
かめスープ

5倍粥  肉じゃが  チーズ
和風スープ

7倍粥  肉じゃが  和風スー
プ

10倍粥  じゃが芋ペースト
人参ペースト

07月
軟飯  野菜の煮物  ﾄﾏﾄ  豆
腐みそ汁  （青のりポテト）

5倍粥  野菜の煮物  ﾄﾏﾄ
豆腐みそ汁  （青のりポテ
ト）

7倍粥  野菜の煮物  ﾄﾏﾄ
豆腐みそ汁  （青のりポテ
ト）

10倍粥  トマトペースト  豆
腐ペースト

08火
軟飯  肉じゃが  ほうれん
草の納豆和え  みそ汁
（煮込みうどん）

5倍粥  肉じゃが  ほうれん
草和え  みそ汁  （煮込みう
どん）

7倍粥  肉じゃが  ほうれん
草和え  みそ汁  （煮込みう
どん）

10倍粥  ほうれん草ペース
ト  じゃが芋ペースト

09水
軟飯  かれいの竜田揚げ
小松菜のごま和え  豆腐み
そ汁  （かぼちゃ茶巾）

5倍粥  かれいの煮付け
小松菜のごま和え  豆腐み
そ汁  （かぼちゃ茶巾）

7倍粥  かれいの煮付け
小松菜のごま和え  豆腐み
そ汁  （かぼちゃ茶巾）

10倍粥  小松菜ペースト
豆腐ペースト

10木
にんじん御飯  鶏ひき肉団
子  野菜ｽﾃｨｯｸ  すまし汁
（味噌おじや）

にんじん御飯  鶏ひき肉団
子  野菜ｽﾃｨｯｸ  すまし汁
（味噌おじや）

にんじん粥  鶏ひき肉団子
人参煮  すまし汁  （味噌お
じや）

10倍粥  豆腐ペースト  人
参ペースト

11金
煮込みうどん  トマト  わか
めスープ  （食パンきな粉）

煮込みうどん  トマト  わか
めスープ  （食パンきな粉）

煮込みうどん  トマト  わか
めスープ  （パン粥きな粉）

うどんペースト  じゃが芋
ペースト  トマトペースト

12土
とん汁うどん  チーズ  みか
ん

味噌煮込みうどん  チーズ
みかん

味噌煮込みうどん  人参煮 うどんペースト  人参ペー
スト

15火
ﾏｰﾎﾞｰ豆腐丼  三色ｻﾗﾀﾞ
きのこｽｰﾌﾟ  （しらすおにぎ
り）

ﾏｰﾎﾞｰ豆腐丼  ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗ
ﾀﾞ  きのこｽｰﾌﾟ  （しらすお
にぎり）

ﾏｰﾎﾞｰ豆腐丼  ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ煮
野菜ｽｰﾌﾟ  （しらす入り粥）

10倍粥  ブロッコリーペー
スト  人参ペースト

16水
軟飯  かじきの煮付け  ひ
じきの炒め煮  すまし汁
（野菜うどん）

5倍粥  かじきの煮付け  野
菜ｽﾃｨｯｸ  すまし汁  （野菜
うどん）

7倍粥  かじきの煮付け  野
菜煮  すまし汁  （野菜うど
ん）

10倍粥  白菜ペースト  豆
腐ペースト

17木
里芋ごはん  鶏ひき肉団子
ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ  すまし汁
（おかかおにぎり）

里芋ごはん  鶏ひき肉団子
野菜ｽﾃｨｯｸ  すまし汁  （お
かかおにぎり）

5倍粥  鶏ひき肉団子  人
参煮  すまし汁  （おかか入
り粥）

10倍粥  人参ペースト  小
松菜ペースト

18金
軟飯  大根と豚肉の煮物
さつまいものサラダ  みそ
汁  （ﾏｰｶﾞﾘﾝｻﾝﾄﾞ）

5倍粥  大根と豚肉の煮物
さつまいものサラダ  みそ
汁  （ﾏｰｶﾞﾘﾝｻﾝﾄﾞ）

7倍粥  大根の煮物  さつま
いも煮  みそ汁  （パン粥）

10倍粥  大根ペースト  さ
つま芋ペースト

19土
味噌煮込みうどん  チーズ
みかん

味噌煮込みうどん  チーズ
みかん

味噌煮込みうどん  白菜の
和え物

うどんペースト  白菜ペー
スト

21月
軟飯  豚肉のトマト煮  ほう
れん草胡麻和え  中華スー
プ  （食パンきな粉）

5倍粥  豚肉のﾄﾏﾄ煮  ほう
れん草胡麻和え  ｺｰﾝｽｰﾌﾟ
（食パンきな粉）

7倍粥  鶏肉のﾄﾏﾄ煮  ほう
れん草煮  ｺｰﾝｽｰﾌﾟ  （パン
粥きな粉）

10倍粥  人参ペースト  玉
ねぎペースト

22火
軟飯  じゃが芋のそぼろ煮
春雨華風あえ  みそ汁
（ﾎｯﾄｹｰｷ）

5倍粥  じゃが芋のそぼろ
煮  野菜ｽﾃｨｯｸ  みそ汁
（青のりﾎﾟﾃﾄ）

7倍粥  じゃが芋のそぼろ
煮  人参煮  みそ汁  （青の
りﾎﾟﾃﾄ）

10倍粥  人参ペースト  じゃ
が芋ペースト

23水
豚丼  いちご  五目汁  （ﾁｰ
ｽﾞｻﾝﾄﾞ)

豚丼  人参ｽﾃｨｯｸ  豆腐み
そ汁  （ﾁｰｽﾞｻﾝﾄﾞ)

そぼろ丼  人参ｽﾃｨｯｸ  豆
腐みそ汁  （パン粥)

10倍粥  人参ペースト  大
根ペースト

24木
軟飯  かれいの煮付け  高
野豆腐の煮物  すまし汁
（野菜おじや）

5倍粥  かれいの煮付け
高野豆腐の煮物  すまし汁
（野菜おじや）

7倍粥  かれいの煮付け
高野豆腐の煮物  すまし汁
（野菜おじや）

10倍粥  キャベツペースト
人参ペースト

25金
マーボー豆腐丼  チーズ
春雨スープ  （かぼちゃ茶
巾）

マーボー豆腐丼  チーズ
野菜スープ  （かぼちゃ茶
巾）

マーボー豆腐丼  野菜スー
プ  （かぼちゃ茶巾）

10倍粥  豆腐ペースト  か
ぼちゃペースト

26土
味噌おじや  バナナ  野菜
スープ

味噌おじや  バナナ  野菜
スープ

味噌おじや  かぼちゃ煮
野菜スープ

10倍粥  かぼちゃペースト
じゃが芋ペースト

28月
食ﾊﾟﾝ  ﾏｶﾛﾆのﾄﾏﾄ煮  み
かん  ｺｰﾝｽｰﾌﾟ  （人参おに
ぎり）

食ﾊﾟﾝ  ﾏｶﾛﾆのﾄﾏﾄ煮  み
かん  ｺｰﾝｽｰﾌﾟ  （人参おに
ぎり）

ﾊﾟﾝ粥  野菜のﾄﾏﾄ煮  ｺｰﾝ
ｽｰﾌﾟ  （人参入り粥）

ﾊﾟﾝ粥  人参ペースト  玉ね
ぎペースト

29火
軟飯  ささみの竜田揚げ
キャベツのゆかり和え  み
そ汁  （青のりﾎﾟﾃﾄ)

5倍粥  ささみのあんかけ
キャベツのゆかり和え  み
そ汁  （青のりﾎﾟﾃﾄ)

7倍粥  ささみのあんかけ
キャベツのおかか和え  み
そ汁  （青のりﾎﾟﾃﾄ)

10倍粥  キャベツペースト
かぼちゃペースト

30水
軟飯  田舎煮  みそ汁  （青
菜のﾎｯﾄｹｰｷ)

5倍粥  田舎煮  みそ汁
（青菜のおじや)

7倍粥  田舎煮  みそ汁
（青菜のおじや)

10倍粥  大根ペースト  人
参ペースト

31木
豚丼  和風和え  かぶの
スープ  （食ﾊﾟﾝきな粉）

豚丼  和風和え  かぶの
スープ  （食ﾊﾟﾝきな粉）

そぼろ丼  和風和え  かぶ
のスープ  （パン粥きな粉）

10倍粥  キャベツペースト
かぶペースト

1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。


