
2019年
日付 完了期 後期 中期 初期

01金
ケチャップご飯  野菜ｽﾃｨｯ
ｸ  お豆のスープ  （青のり
ポテト）

ケチャップご飯  野菜ｽﾃｨｯ
ｸ  お豆のスープ  （青のり
ポテト）

野菜おじや  人参煮  お豆
のスープ  （青のりポテト）

10倍粥  人参ﾍﾟｰｽﾄ  さつ
ま芋ﾍﾟｰｽﾄ

02土
味噌煮込みうどん  チーズ
りんご

味噌煮込みうどん  チーズ
りんご

味噌煮込みうどん  かぼ
ちゃ煮

うどんペースト  かぼちゃ煮

04月
豚丼  いちご  みそ汁  (ﾁｰ
ｽﾞｻﾝﾄﾞ)

そぼろ丼  いちご  みそ汁
(ﾁｰｽﾞｻﾝﾄﾞ)

そぼろ丼  かぼちゃ煮  み
そ汁  (パン粥)

10倍粥  かぼちゃﾍﾟｰｽﾄ
玉ねぎﾍﾟｰｽﾄ

05火
軟飯  かぼちゃの煮物  ツ
ナサラダ  ヨーグルト  （煮
込みうどん）

5倍粥  かぼちゃの煮物
サラダ  ヨーグルト  （煮込
みうどん）

7倍粥  かぼちゃの煮物
キャベツ煮  ヨーグルト
（煮込みうどん）

10倍粥  かぼちゃﾍﾟｰｽﾄ
キャベツﾍﾟｰｽﾄ

06水
軟飯  肉じゃが  ｷｬﾍﾞﾂの
磯和え  みそ汁  （味噌おじ
や）

5倍粥  肉じゃが  ｷｬﾍﾞﾂの
磯和え  みそ汁  （味噌おじ
や）

7倍粥  肉じゃが  ｷｬﾍﾞﾂの
磯和え  みそ汁  （味噌おじ
や）

10倍粥  じゃが芋ﾍﾟｰｽﾄ
キャベツﾍﾟｰｽﾄ

07木
軟飯  チキンと玉ねぎ煮
ほうれん草のナムル  豆腐
スープ  （かぼちゃ茶巾）

5倍粥  チキンと玉ねぎ煮
ほうれん草和え  豆腐スー
プ  （かぼちゃ茶巾）

7倍粥  チキンと玉ねぎ煮
ほうれん草和え  豆腐スー
プ  （かぼちゃ茶巾）

10倍粥  ほうれん草ﾍﾟｰｽﾄ
豆腐ﾍﾟｰｽﾄ

08金
軟飯  かれいの煮付け  小
松菜の納豆和え  豆腐すま
し汁  （おかかおにぎり）

5倍粥  かれいの煮付け
小松菜の和え  豆腐すまし
汁  （おかかおにぎり）

7倍粥  かれいの煮付け
小松菜の和え  豆腐すまし
汁  （おかか入り粥）

10倍粥  小松菜ﾍﾟｰｽﾄ  人
参ﾍﾟｰｽﾄ

09土
しらすおじや  中華スープ
チーズ（棒）

しらすおじや  わかめスー
プ  チーズ（棒）

しらすおじや  わかめスー
プ  人参煮

10倍粥  人参ペースト  大
根ペースト

12火
軟飯  豆腐の旨煮  和風サ
ラダ  みそ汁  （人参ケー
キ)

5倍粥  豆腐の旨煮  野菜ｽ
ﾃｨｯｸ  みそ汁  （かぼちゃ
茶巾)

7倍粥  豆腐の旨煮  人参
煮  みそ汁  （かぼちゃ茶
巾)

10倍粥  豆腐ﾍﾟｰｽﾄ  人参
ﾍﾟｰｽﾄ

13水
豚丼  みかん  青菜の春雨
ｽｰﾌﾟ  （煮込みうどん）

豚丼  みかん  青菜の春雨
ｽｰﾌﾟ  （煮込みうどん）

そぼろ丼  人参煮  青菜の
ｽｰﾌﾟ  （煮込みうどん）

10倍粥  人参ﾍﾟｰｽﾄ  玉ね
ぎﾍﾟｰｽﾄ

14木
食ﾊﾟﾝ  ささみの竜田揚げ
ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ　いちご  野菜ｽｰ
ﾌﾟ  (人参おにぎり)

食ﾊﾟﾝ  ポトフ  野菜ｽﾃｨｯｸ
ｽｰﾌﾟ  (人参おにぎり)

ﾊﾟﾝ粥  ﾎﾟﾄﾌ  ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ煮
ｽｰﾌﾟ  (人参入り粥)

ﾊﾟﾝ粥  ﾌﾞﾛｯｺﾘｰﾍﾟｰｽﾄ  ｷｬ
ﾍﾞﾂﾍﾟｰｽﾄ

15金
軟飯  厚揚げと里芋の煮物
ﾄﾏﾄ  みそ汁  (ﾏｰｶﾞﾘﾝﾄｰｽ
ﾄ)

5倍粥  里芋の煮物  ﾄﾏﾄ
みそ汁  (ﾏｰｶﾞﾘﾝﾄｰｽﾄ)

7倍粥  大根の煮物  ﾄﾏﾄ
みそ汁  (ﾊﾟﾝ粥)

10倍粥  大根ﾍﾟｰｽﾄ  ﾄﾏﾄ
ﾍﾟｰｽﾄ

16土
けんちんうどん  チーズ
（棒）  バナナ

けんちんうどん  チーズ
（棒）  バナナ

けんちんうどん  かぼちゃ
煮

うどんペースト  かぼちゃ
ペースト

18月
軟飯  じゃこの佃煮  おで
ん  豆腐みそ汁  （ゆかりお
にぎり）

5倍粥  じゃこの佃煮  おで
ん  豆腐みそ汁  （ゆかりお
にぎり）

7倍粥  じゃこの佃煮  おで
ん  豆腐みそ汁  （ゆかり入
り粥）

10倍粥  大根ﾍﾟｰｽﾄ  豆腐
ﾍﾟｰｽﾄ

19火
軟飯  肉じゃが  磯の香和
え  みそ汁  （かぼちゃ茶
巾)

5倍粥  肉じゃが  磯の香和
え  みそ汁  （かぼちゃ茶
巾)

7倍粥  肉じゃが  磯の香和
え  みそ汁  （かぼちゃ茶
巾)

10倍粥  ほうれん草ﾍﾟｰｽﾄ
人参ﾍﾟｰｽﾄ

20水
軟飯  かれいの煮付け  ｺｰ
ﾝｻﾗﾀﾞ  のっぺい汁  (野菜
おじや）

5倍粥  かれいの煮付け
野菜ｽﾃｨｯｸ  のっぺい汁
(野菜おじや）

7倍粥  かれいの煮付け
野菜煮  のっぺい汁  (野菜
おじや）

10倍粥  人参ﾍﾟｰｽﾄ  ｷｬﾍﾞ
ﾂﾍﾟｰｽﾄ

21木
軟飯  野菜の煮物  ほうれ
ん草のお浸し  すまし汁
(ﾁｰｽﾞｻﾝﾄﾞ)

5倍粥  野菜の煮物  ほう
れん草のお浸し  すまし汁
(ﾁｰｽﾞｻﾝﾄﾞ)

7倍粥  野菜の煮物  ほう
れん草のお浸し  すまし汁
(ﾊﾟﾝ粥)

10倍粥  ほうれん草ﾍﾟｰｽﾄ
白菜ﾍﾟｰｽﾄ

22金
マーボー豆腐丼  春雨サラ
ダ  わかめスープ  (ﾏｰｶﾞﾘﾝ
ｻﾝﾄﾞ)

マーボー豆腐丼  きゅうりｽ
ﾃｨｯｸ  わかめスープ  (ﾏｰ
ｶﾞﾘﾝｻﾝﾄﾞ)

マーボー豆腐丼  きゅうり
おろし  わかめスープ  (ﾊﾟﾝ
粥)

10倍粥  豆腐ﾍﾟｰｽﾄ  人参
ﾍﾟｰｽﾄ

25月
軟飯  八宝菜風  バナナ
野菜スープ  (ﾌﾟﾙｰﾝ入りｹｰ
ｷ)

5倍粥  八宝菜風  バナナ
野菜スープ  (かぼちゃ茶
巾)

7倍粥  八宝菜風  人参煮
野菜スープ  (かぼちゃ茶
巾)

10倍粥  人参ﾍﾟｰｽﾄ  白菜
ﾍﾟｰｽﾄ

26火
軟飯  大豆の磯煮  チーズ
（棒）  みそ汁  （しらすおに
ぎり）

5倍粥  大豆の磯煮  チー
ズ（棒）  みそ汁  （しらすお
にぎり）

7倍粥  大豆の煮物  かぼ
ちゃ煮  みそ汁  （しらす入
り粥）

10倍粥  じゃが芋ﾍﾟｰｽﾄ
白菜ﾍﾟｰｽﾄ

27水
食ﾊﾟﾝ  鶏肉とかぼちゃのｸ
ﾘｰﾑ煮  ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか
和え  みかん  （ゆかりおに
ぎり）

食ﾊﾟﾝ  鶏肉とかぼちゃの
煮物  ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和
え  みかん  （ゆかりおにぎ
り）

ﾊﾟﾝ粥  鶏肉とかぼちゃの
煮物  ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのおかか和
え  人参煮  （ゆかり入り
粥）

ﾊﾟﾝ粥  かぼちゃﾍﾟｰｽﾄ  ﾌﾞ
ﾛｯｺﾘｰﾍﾟｰｽﾄ

28木
軟飯  豚肉のｹﾁｬｯﾌﾟ炒め
煮  白菜の昆布和え  みそ
汁  (ﾏｶﾛﾆきな粉)

5倍粥  豚肉のｹﾁｬｯﾌﾟ炒め
煮  白菜の和え物  みそ汁
(ﾏｶﾛﾆきな粉)

7倍粥  鶏肉のｹﾁｬｯﾌﾟ煮
白菜の和え物  みそ汁  (き
な粉粥)

10倍粥  白菜ﾍﾟｰｽﾄ  さつ
ま芋ﾍﾟｰｽﾄ

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。


