
2020年

日付 完了期 後期 中期 初期

4土
ツナサンド  りんご ツナサンド  りんご パンかゆ  茶巾かぼちゃ パンかゆ  かぼちゃペースト

6月

軟飯　野菜のトマト煮  しょうゆフ
レンチサラダ  バナナ  （ココア
ケーキ）

5倍粥  野菜のトマト煮  しょうゆフ
レンチサラダ  バナナ  （ココア
ケーキ）

7倍粥  野菜のトマト煮  キャベツ
和え  （かぼちゃ煮）

１０倍粥  じゃが芋ペースト  キャ
ベツペースト

7火

軟飯  ハンバーグ  野菜スティック
豆腐みそ汁（しめじ）  （きな粉サ
ンド）

5倍粥  ハンバーグ  野菜スティッ
ク  豆腐みそ汁（しめじ）  （きな粉
サンド）

7倍粥  鶏団子  野菜煮  豆腐み
そ汁  （きな粉パンかゆ）

１０倍粥  豆腐ペースト  人参ペー
スト

8水

軟飯  肉じゃが（豚肉）  ほうれん
草和え  みそ汁（大根）  （青のりし
らすおにぎり）

5倍粥  肉じゃが（豚肉）  ほうれん
草和え  みそ汁（大根）  （青のりし
らすおにぎり）

7倍粥  肉じゃが  ほうれん草和え
みそ汁（大根）  （青のりしらすか
ゆ）

１０倍粥  じゃが芋ペースト  ほう
れん草ペースト

9木

にんじん軟飯  松風焼き風  野菜
スティック  すまし汁（白菜）  （さつ
ま芋、りんご）

5倍粥  松風焼き風  野菜スティッ
ク  すまし汁（白菜）  （さつま芋、り
んご）

7倍粥  鶏団子  野菜煮  すまし汁
（白菜）  （さつま芋りんご煮）

１０倍粥  豆腐ペースト  人参ペー
スト

10金
マーボー丼  ブロッコリーサラダ
わかめスープ  （煮込みうどん）

マーボー丼  ブロッコリーサラダ
わかめスープ  （煮込みうどん）

マーボー丼  ブロッコリーサラダ
わかめスープ  （煮込みうどん）

１０倍粥  豆腐ペースト  ブロッコ
リーペースト

11土
味噌煮込みうどん  バナナ 味噌煮込みうどん  バナナ 味噌煮込みうどん  茶巾いも うどんペースト  人参ペースト  か

ぼちゃペースト

14火

軟飯  大根と豚肉の煮物  トマト
みそ汁（かぶ・しめじ）  （さつまい
も、りんご）

5倍粥  大根と豚肉の煮物  トマト
みそ汁（かぶ・しめじ）  （さつまい
も、りんご）

7倍粥  大根との煮物  トマト  み
そ汁（かぶ・しめじ）  （さつまいも
りんご煮）

１０倍粥  さつま芋ペースト  かぶ
ペースト

15水
マーボー豆腐丼  白菜の浅漬  わ
かめスープ  （大学芋）

マーボー豆腐丼  白菜の浅漬  わ
かめスープ  （さつま芋煮）

マーボー豆腐丼  白菜の浅漬風
わかめスープ  （さつま芋煮）

１０倍粥  豆腐ペースト  さつまい
もペースト

16木

まいたけ軟飯  カレイの竜田揚げ
トマト  すまし汁（こまつな）  （ホッ
トケーキ）

5倍粥  カレイ煮  トマト  すまし汁
（こまつな）  （ホットケーキ）

7倍粥  カレイ煮  トマト  すまし汁
（こまつな）  （カボチャ煮）

１０倍粥  小松菜ペースト  人参
ペースト

17金

ミートスパゲティー  きゅうりス
ティック  きのこスープ  （人参しら
すおにぎり）

具だくさん煮込みうどん  きゅうり
スティック  かぼちゃ茶巾  （人参し
らすおにぎり）

具だくさん煮込みうどん  きゅうり
おろし  かぼちゃ茶巾  （人参しら
すかゆ）

うどんペースト  かぼちゃペースト
人参ペースト

18土
ツナチャーハン風  わかめスープ
（キャベツ）

ツナチャーハン風  わかめスープ
（キャベツ）

おじや  わかめスープ（キャベツ） １０倍粥  キャベツペースト  かぼ
ちゃペースト

20月

豚肉のしょうが焼き丼  味噌汁（大
根）  バナナ  （チーズトースト）

豚肉のしょうが焼き丼  味噌汁（大
根）  バナナ  （チーズトースト）

7倍粥  ささみのそぼろ煮  味噌汁
(大根）  （パンかゆ）

１０倍粥  豆腐ペースト  人参ペー
スト

21火

軟飯  カレイの味噌煮  さつまいも
のサラダ  五目汁（豆腐）  （かぼ
ちゃ煮、パンスティック）

5倍粥  カレイの味噌煮  さつまい
ものサラダ  五目汁（豆腐）  （か
ぼちゃ煮、パンスティック）

7倍粥  カレイの味噌煮  さつまい
ものサラダ  五目汁（豆腐）  （か
ぼちゃ煮、パンかゆ）

１０倍粥  さつま芋ペースト  豆腐
ペースト

22水

軟飯  じゃが芋のそぼろ煮  ス
ティック野菜  みそ汁（麩）  （バナ
ナケーキ）

5倍粥  じゃが芋のそぼろ煮  ス
ティック野菜  みそ汁（麩）  （バナ
ナケーキ）

７倍粥  じゃが芋のそぼろ煮  野
菜煮  みそ汁（麩）  （茶巾いも）

１０倍粥  じゃが芋ペースト  人参
ペースト

23木

軟飯  厚揚げのケチャップ炒め煮
マカロニサラダ  みそ汁（大根）
（おやつ焼きそば）

5倍粥  野菜のトマト煮  マカロニ
サラダ  みそ汁（大根）  （煮込みう
どん）

7倍粥  野菜のトマト煮  人参煮
みそ汁（大根）  （煮込みうどん）

１０倍粥  じゃが芋ペースト  キャ
ベツペースト

24金
軟飯  チキン炒め煮  人参煮  中
華スープ（白菜）  （きなこサンド）

5倍粥  チキン炒め煮  人参煮
スープ（白菜）  （きなこサンド）

7倍粥  チキン煮  人参煮  スープ
（白菜）  （きなこパンかゆ）

１０倍粥  人参ペースト  かぼちゃ
ペースト

25土
スパゲティーナポリタン  野菜スー
プ（じゃが芋）

スパゲティーナポリタン  野菜スー
プ（じゃが芋）

煮込みうどん  マッシュポテト うどんペースト  じゃが芋ペースト
人参ペースト

27月
軟飯  ハンバーグ  みそ汁（白菜）
バナナ  （マカロニきな粉）

5倍粥  ハンバーグ  みそ汁（白
菜）  バナナ  （マカロニきな粉）

7倍粥  鶏団子煮  みそ汁（白菜）
（うどんきな粉）

１０倍粥  豆腐ペースト  かぼちゃ
ペースト

28火

食パン  クリームシチュー（鶏肉）
ブロッコリーサラダ  （おかかおに
ぎり）

食パン  クリームシチュー（鶏肉）
ブロッコリーサラダ  （おかかおに
ぎり）

パンかゆ  ポトフ  ブロッコリーサ
ラダ  （おかゆ）

パン粥  かぼちゃペースト  ブロッ
コリーペースト

29水

軟飯  ハンバーグ  キャベツのゆ
かり和え  みそ汁（かぼちゃ）  （青
のりポテト）

5倍粥  ハンバーグ  キャベツのゆ
かり和え  みそ汁（かぼちゃ）  （青
のりポテト）

7倍粥  鶏団子煮  キャベツ和え
みそ汁（かぼちゃ）  （青のりポテ
ト）

10倍粥  キャベツペースト  かぼ
ちゃペースト

30木
軟飯  かれいのマヨドレ焼き  小
松菜の納豆和え  とん汁  （蒸し
芋）

5倍粥  かれい煮  小松菜の納豆
和え  とん汁  （蒸し芋）

7倍粥  かれい煮  小松菜和え  味
噌汁（豆腐）  （さつま芋煮）

１０倍粥  小松菜ペースト  人参
ペースト

31金

軟飯  豚肉の味噌煮  磯の香和え
麩のすまし汁（えのき）  （きなこ
トースト）

5倍粥  豚肉の味噌煮  磯の香和
え  麩のすまし汁（えのき）  （きな
こトースト）

7倍粥  じゃが芋の味噌煮  磯の
香和え  麩のすまし汁（えのき）
（きなこパンかゆ）

１０倍粥  じゃが芋ペースト  ほう
れん草ペースト

・午前のおやつは赤ちゃん用のせんべいなど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。

　　　　　　1月離乳食予定献立表


