
2019年
日付 完了期 後期 中期 初期

01金
にんじんご飯  鶏ひき肉団
子  彩りサラダ  麩のすまし
汁  （食ﾊﾟﾝきな粉）

にんじんご飯  鶏ひき肉団
子  彩りサラダ  麩のすまし
汁  （食ﾊﾟﾝきな粉）

にんじんご飯  鶏ひき肉団
子  ゆでﾌﾞﾛｯｺﾘｰ  麩のす
まし汁  （ﾊﾟﾝ粥きな粉）

10倍粥  ﾌﾞﾛｯｺﾘｰﾍﾟｰｽﾄ  人
参ﾍﾟｰｽﾄ

02土
軟飯  肉じゃが  ｺｰﾝｽｰﾌﾟ
ﾁｰｽﾞ

5倍粥  肉じゃが  ｺｰﾝｽｰﾌﾟ
ﾁｰｽﾞ

7倍粥  肉じゃが ｺｰﾝｽｰﾌﾟ
かぼちゃ煮

10倍粥  かぼちゃペースト
人参ペースト

04月
マーボー豆腐丼  バナナ
中華スープ  （かぼちゃ茶
巾）

マーボー豆腐丼  バナナ
中華スープ  （かぼちゃ茶
巾）

マーボー豆腐丼  人参煮
中華スープ  （かぼちゃ茶
巾）

10倍粥  豆腐ペースト  人
参ペースト

05火
軟飯  すき焼き風煮  トマト
みそ汁  （野菜おじや）

5倍粥  すき焼き風煮  トマ
ト  みそ汁  （野菜おじや）

7倍粥  豆腐の煮物  トマト
みそ汁  （野菜おじや）

10倍粥  トマトペースト  大
根ペースト

06水
軟飯  生揚げのみそ炒め
切干し大根のサラダ  みそ
汁  （蒸し芋）

5倍粥  豆腐のみそ炒め煮
野菜ｽﾃｨｯｸ  みそ汁  （蒸し
芋）

7倍粥  豆腐のみそ炒め煮
人参煮  みそ汁  （蒸し芋）

10倍粥  じゃが芋ペースト
人参ペースト

07木
ﾐｰﾄｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ しょうゆﾌﾚﾝﾁ
ｻﾗﾀﾞ  ｺｰﾝｽｰﾌﾟ  （人参おに
ぎり）

ﾐｰﾄｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ  ｷｬﾍﾞﾂの和
え物  ｺｰﾝｽｰﾌﾟ  （人参おに
ぎり）

煮込みうどん  キャベツの
和え物  ｺｰﾝｽｰﾌﾟ  （人参
入り粥）

うどんﾍﾟｰｽﾄ  ｷｬﾍﾞﾂﾍﾟｰｽﾄ
人参ﾍﾟｰｽﾄ

08金
軟飯  豚肉のﾄﾏﾄ煮 ｷｬﾍﾞﾂ
の胡麻マヨ和え  ﾖｰｸﾞﾙﾄ
（食ﾊﾟﾝきな粉）

5倍粥  豚肉のﾄﾏﾄ煮  ｷｬﾍﾞ
ﾂの胡麻和え  ﾖｰｸﾞﾙﾄ  （食
ﾊﾟﾝきな粉）

7倍粥  鶏ひき肉のﾄﾏﾄ煮
ｷｬﾍﾞﾂの胡麻和え  ﾖｰｸﾞﾙﾄ
（ﾊﾟﾝ粥きな粉）

10倍粥  キャベツペースト
人参ペースト

09土
煮込みうどん  チーズ  オ
レンジ

煮込みうどん  チーズ  か
ぼちゃ煮

煮込みうどん  かぼちゃ煮 うどんﾍﾟｰｽﾄ  かぼちゃﾍﾟｰ
ｽﾄ

11月
八宝菜丼風  きゅうりの漬
物  みそ汁  （おかかおにぎ
り）

八宝菜丼風  きゅうりの漬
物  みそ汁  （おかかおにぎ
り）

八宝菜丼風  さつま芋煮
みそ汁  （おかか粥）

10倍粥  さつま芋ペースト
白菜ペースト

12火
豚丼  トマト  豆腐スープ
（人参入りﾎｯﾄｹｰｷ)

豚丼  トマト  豆腐スープ
（人参入りﾎｯﾄｹｰｷ)

そぼろ丼  トマト  豆腐スー
プ  （人参粥）

10倍粥  トマトペースト  豆
腐ペースト

13水
軟飯  カレイの塩焼き  高
野豆腐の煮物  みそ汁
（味噌おじや）

5倍粥  カレイの煮付け  高
野豆腐の煮物  みそ汁
（味噌おじや）

7倍粥  カレイの煮付け  野
菜の煮物  みそ汁  （味噌
おじや）

10倍粥  かぼちゃペースト
大根ペースト

14木
まいたけご飯  鶏ひき肉団
子  ﾎﾟﾃﾄｻﾗﾀﾞ  いちご  すま
し汁  （ﾁｰｽﾞｻﾝﾄﾞ)

まいたけご飯  鶏ひき肉団
子  ﾏｯｼｭﾎﾟﾃﾄ  すまし汁
（ﾁｰｽﾞｻﾝﾄﾞ)

5倍粥  鶏ひき肉団子  ﾏｯ
ｼｭﾎﾟﾃﾄ  すまし汁  （ﾊﾟﾝ粥)

10倍粥  じゃが芋ペースト
豆腐ペースト

15金
食ﾊﾟﾝ  ﾎﾟｰｸﾋﾞｰﾝｽﾞ  ﾌﾞﾛｯｺ
ﾘｰのごま和え  わかめｽｰ
ﾌﾟ  （ゆかりおにぎり）

食ﾊﾟﾝ  大豆のｹﾁｬｯﾌﾟ煮
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごま和え  わか
めｽｰﾌﾟ  （ゆかりおにぎり）

ﾊﾟﾝ粥  大豆のｹﾁｬｯﾌﾟ煮
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのごま和え  わか
めｽｰﾌﾟ  （ゆかり炒り粥）

ﾊﾟﾝ粥  じゃが芋ﾍﾟｰｽﾄ  ﾌﾞ
ﾛｯｺﾘｰﾍﾟｰｽﾄ

16土 けんちんうどん ﾁｰｽﾞ ﾊﾞﾅﾅ けんちんうどん ﾁｰｽﾞ ﾊﾞﾅﾅ けんちんうどん  人参煮 うどんﾍﾟｰｽﾄ  人参ﾍﾟｰｽﾄ

18月
ﾏｰﾎﾞｰ豆腐丼  もやしと人
参のﾅﾑﾙ  中華ｽｰﾌﾟ  (か
ぼちゃ茶巾)

ﾏｰﾎﾞｰ豆腐丼  もやしと人
参のﾅﾑﾙ  中華ｽｰﾌﾟ  (か
ぼちゃ茶巾)

ﾏｰﾎﾞｰ豆腐丼  人参煮  中
華ｽｰﾌﾟ  (かぼちゃ茶巾)

10倍粥  人参ﾍﾟｰｽﾄ  玉ね
ぎﾍﾟｰｽﾄ

19火
にんじん御飯  豆腐ﾊﾝﾊﾞｰ
ｸﾞ  春雨ｻﾗﾀﾞ  ｺｰﾝﾎﾟﾀｰｼﾞｭ
(おかかおにぎり）

にんじん御飯  豆腐の煮物
春雨ｻﾗﾀﾞ  ｺｰﾝｽｰﾌﾟ  (おか
かおにぎり）

にんじん御飯  豆腐の煮物
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ煮  ｺｰﾝｽｰﾌﾟ  (お
かか入り粥）

10倍粥  ﾌﾞﾛｯｺﾘｰﾍﾟｰｽﾄ  豆
腐ﾍﾟｰｽﾄ

20水
軟飯  肉じゃが  和風サラ
ダ  みそ汁  （しらすおじや）

5倍粥  肉じゃが  和風サラ
ダ  みそ汁  （しらすおじや）

7倍粥  肉じゃが  きゅうりおろ
し  みそ汁  （しらすおじや）

10倍粥  じゃが芋ﾍﾟｰｽﾄ
大根ﾍﾟｰｽﾄ

22金
軟飯  ﾁｷﾝの甘辛煮 ﾏｶﾛﾆ
ｻﾗﾀﾞ ｽｰﾌﾟ  （食ﾊﾟﾝﾄｰｽﾄ)

5倍粥  ﾁｷﾝの甘辛煮  ﾏｶﾛ
ﾆｻﾗﾀﾞ ｽｰﾌﾟ  （食ﾊﾟﾝﾄｰｽﾄ)

7倍粥  鶏ひきのそぼろ煮
きゅうりおろし  ｽｰﾌﾟ（ﾊﾟﾝ粥)

10倍粥  人参ﾍﾟｰｽﾄ  かぼ
ちゃﾍﾟｰｽﾄ

25月
食ﾊﾟﾝ  ｸﾘｰﾑｼﾁｭｰ ﾌﾞﾛｯｺ
ﾘｰの香り和え  （ゆかりお
にぎり）

食ﾊﾟﾝ  ポトフ  ブロッコリー
和え  （ゆかりおにぎり）

ﾊﾟﾝ粥  ポトフ  ブロッコリー
和え  （ゆかり炒り粥）

ﾊﾟﾝ粥  ﾌﾞﾛｯｺﾘｰﾍﾟｰｽﾄ  じゃ
が芋ﾍﾟｰｽﾄ

26火
軟飯  肉じゃが  キャベツ
の和え物  ヨーグルト  （食
パンきな粉）

5倍粥  肉じゃが  キャベツ
の和え物  ヨーグルト  （食
パンきな粉）

7倍粥  野菜の煮物  キャ
ベツの和え物  ヨーグルト
（ﾊﾟﾝ粥きな粉）

10倍粥  ｷｬﾍﾞﾂﾍﾟｰｽﾄ  人
参ﾍﾟｰｽﾄ

27水
軟飯  鶏ひき肉団子  小松
菜のおかか和え  みそ汁
(しらすおにぎり）

5倍粥  鶏ひき肉団子  小
松菜のおかか和え  みそ汁
(しらすおにぎり）

7倍粥  鶏ひき肉団子  小
松菜のおかか和え  みそ汁
(しらす入り粥）

10倍粥  小松菜ﾍﾟｰｽﾄ  か
ぼちゃﾍﾟｰｽﾄ

28木
わかめ御飯  炒り豆腐  も
やしの和え物  すまし汁
（青のりﾎﾟﾃﾄ）

5倍粥  炒り豆腐  人参ｽ
ﾃｨｯｸ  すまし汁  （青のりﾎﾟ
ﾃﾄ）

7倍粥  炒り豆腐  人参煮
すまし汁  （青のりﾎﾟﾃﾄ）

10倍粥  豆腐ﾍﾟｰｽﾄ  白菜
ﾍﾟｰｽﾄ

29金
中華風肉味噌うどん  ﾄﾏﾄ
豆腐ｽｰﾌﾟ  （青菜ﾎｯﾄｹｰｷ)

中華風肉味噌うどん ﾄﾏﾄ
豆腐ｽｰﾌﾟ  （青菜ﾎｯﾄｹｰｷ)

味噌煮込みうどん  ﾄﾏﾄ  豆
腐ｽｰﾌﾟ  （青菜入り粥)

うどんﾍﾟｰｽﾄ  ﾄﾏﾄﾍﾟｰｽﾄ
豆腐ﾍﾟｰｽﾄ

30土
ﾊﾑﾁｬｰﾊﾝ  ｵﾚﾝｼﾞ  中華ｽｰ
ﾌﾟ

野菜おじや  スープ 野菜おじや  スープ 10倍粥  人参ﾍﾟｰｽﾄ

3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。


