
令和2年

日付 完了期 後期 中期 初期

2月
軟飯  回鍋肉  トマト  麩のスープ
（きなこあげぱん）

5倍粥  回鍋肉  トマト  麩のスー
プ  （きなこ食パン）

7倍粥  回鍋肉風  トマト  麩の
スープ  （きなこパンかゆ）

10倍粥  キャベツペースト  人参
ペースト

3火

軟飯  カレイの竜田揚げ  ブロッコ
リーサラダ  麩のすまし汁（えの
き）  （煮込みうどん）

5倍粥  カレイ煮  ブロッコリーサラ
ダ  麩のすまし汁（えのき）  （煮込
みうどん）

7倍粥  カレイ煮  ブロッコリー煮
麩のすまし汁（えのき）  （煮込み
うどん）

１０倍粥  ブロッコリーペースト  人
参ペースト

4水

マーボー豆腐丼  麩のスープ  人
参スティック  （茶巾かぼちゃ）

マーボー豆腐丼  麩のスープ  人
参スティック  （茶巾かぼちゃ）

マーボー豆腐丼  麩のスープ  人
参煮  （茶巾かぼちゃ）

10倍粥  豆腐ペースト  人参ペー
スト

5木
軟飯  すき焼き風煮  トマト  みそ
汁（大根）  （マカロニきな粉）

5倍粥  すき焼き風煮  トマト  みそ
汁（大根）  （マカロニきな粉）

7倍粥  豆腐の煮もの  トマト  み
そ汁（大根）  （うどんきな粉）

１０倍粥  豆腐ペースト  トマトペー
スト

6金

軟飯  じゃが芋の味噌いため煮
切干し大根のサラダ  すまし汁（し
めじ）  （チーズトースト）

5倍粥  じゃが芋の味噌いため煮
切干し大根のサラダ  すまし汁（し
めじ）  （チーズトースト）

7倍粥  じゃが芋の味噌煮  人参
煮  すまし汁（しめじ）  （パンか
ゆ）

１０倍粥  じゃが芋ペースト  人参
ペースト

7土
味噌煮込みうどん  チーズ（棒） 味噌煮込みうどん  茶巾 味噌煮込みうどん  茶巾 うどんペースト  人参ペースト  か

ぼちゃペースト

9月
食パン  ポトフ（鶏肉）  バナナ
（おかかおにぎり）

食パン  ポトフ（鶏肉）  バナナ
（おかかおにぎり）

パンかゆ  ポトフ（鶏肉）  人参煮
（おかゆ）

パンかゆ  キャベツペースト  じゃ
が芋ペースト

10火
軟飯  ハンバーグ  小松菜和え
みそ汁（じゃがいも）  （きな粉サン
ド）

5倍粥  ハンバーグ  小松菜和え
みそ汁（じゃがいも）  （きな粉サン
ド）

7倍粥  鶏団子  小松菜和え  みそ
汁（じゃがいも）  （きな粉パンか
ゆ）

１０倍粥  小松菜ペースト  豆腐
ペースト

11水
豚肉のしょうが焼き丼  茶巾かぼ
ちゃ  わかめスープ  （ホットケー
キ）

豚肉のしょうが焼き丼  茶巾かぼ
ちゃ  わかめスープ  （ホットケー
キ）

7倍粥  鶏団子  茶巾かぼちゃ  わ
かめスープ  （パンかゆ）

１０倍粥  かぼちゃペースト  人参
ペースト

12木
食パン  ポトフ（鶏肉）  茶巾かぼ
ちゃ  （しらすおにぎり）

食パン  ポトフ（鶏肉）  茶巾かぼ
ちゃ  （しらすおにぎり）

パンかゆ  ポトフ（鶏肉）  茶巾か
ぼちゃ  （しらすかゆ）

パンかゆ  かぶペースト  じゃが芋
ペースト

13金

軟飯  カレイの西京焼き  高野豆
腐の煮もの  みそ汁（大根）  （パ
ンせんべい）

5倍粥  カレイの西京焼き  高野豆
腐の煮もの  みそ汁（大根）  （パ
ンせんべい）

7倍粥  カレイ煮  人参煮  みそ汁
（大根）  （パンかゆ）

１０倍粥  人参ペースト  かぼちゃ
ペースト

14土
食パン  クリームシチュー（鶏肉）
スティック野菜

食パン  ポトフ（鶏肉）  スティック
野菜

食パンかゆ  ポトフ（鶏肉）  人参
煮

パンかゆ  じゃが芋ペースト  人参
ペースト

16月

軟飯  大豆の磯煮  小松菜のナム
ル  みそ汁（大根）  （チーズサン
ド）

5倍粥  じゃが芋の煮もの  小松菜
のナムル  みそ汁（大根）  （チー
ズサンド）

7倍粥  じゃが芋の煮もの  小松菜
の煮びたし  みそ汁（大根）  （チー
ズパンかゆ）

１０倍粥  小松菜ペースト  じゃが
芋ペースト

17火
軟飯  ポトフ  キャベツ煮  バナナ
（青のりポテト）

5倍粥  ポトフ  キャベツ煮  バナナ
（青のりポテト）

7倍粥  ポトフ  キャベツ煮  （青の
りポテト煮）

10倍粥  かぼちゃペースト  キャベ
ツペースト

18水

軟飯  ハンバーグ  ブロッコリーの
おかか和え  みそ汁（さつま芋・わ
かめ）  （煮込みうどん）

5倍粥  ハンバーグ  ブロッコリー
のおかか和え  みそ汁（さつま芋・
わかめ）  （煮込みうどん）

7倍粥  鶏団子  ブロッコリー和え
みそ汁（さつま芋・わかめ）  （煮込
みうどん）

１０倍粥  さつま芋ペースト  ブロッ
コリーペースト

19木
軟飯  鶏肉団子  ポテトサラダ  麩
のすまし汁（えのき）  （茶巾かぼ
ちゃ）

5倍粥  鶏肉団子  ポテトサラダ
麩のすまし汁（えのき）  （茶巾か
ぼちゃ）

7倍粥  鶏肉団子  ポテトサラダ
麩のすまし汁（えのき）  （茶巾か
ぼちゃ）

１０倍粥  豆腐ペースト  じゃが芋
ペースト

21土
ツナチャーハン　スープ（青梗菜） ツナチャーハン　スープ（青梗菜） おじや　スープ（青梗菜） 10倍粥　人参ペースト　青梗菜

ペースト

23月
マーボー丼  人参のナムル  青梗
菜のスープ  （さつま芋スティック）

マーボー丼  人参のナムル  青梗
菜のスープ  （さつま芋スティック）

マーボー丼  人参煮  青梗菜の
スープ  （さつま芋煮）

１０倍粥  青梗菜ペースト  人参
ペースト

24火

軟飯  チキンナゲット  ブロッコ
リーの香り和え  コーンポタージュ
（きなこトースト）

5倍粥  ささみのあんかけ  ブロッ
コリー和え  スープ（麩）  （きなこ
トースト）

7倍粥  ささみのあんかけ  ブロッ
コリー和え  スープ（麩）  （きなこ
パンかゆ）

１０倍粥  人参ペースト  ブロッコ
リーペースト

25水

軟飯  カレイの塩やき  キャベツの
ゆかり和え  のっぺい汁（豆腐）
（きなこサンド）

5倍粥  カレイの塩やき  キャベツ
のゆかり和え  のっぺい汁（豆腐）
（きなこサンド）

７倍粥  カレイ煮  キャベツ煮
スープ（豆腐）  （きなこパンかゆ）

10倍粥  豆腐ペースト  キャベツ
ペースト

26木

食パン  ポークビーンズ  ブロッコ
リー和え  わかめスープ  （人参お
にぎり）

食パン  ポークビーンズ  ブロッコ
リー和え  わかめスープ  （人参お
にぎり）

食パンかゆ  野菜のトマト煮  ブ
ロッコリー和え  わかめスープ
（人参かゆ）

パンかゆ  じゃが芋ペースト  ブ
ロッコリーペースト

27金

軟飯  鶏のから揚げ  春雨サラダ
みそ汁（かぼちゃ)  （りんご、さつ
ま芋）

5倍粥  鶏の照り焼き  野菜ス
ティック  みそ汁（かぼちゃ)  （りん
ご、さつま芋）

7倍粥  鶏の煮もの  野菜煮  みそ
汁（かぼちゃ)  （りんご、さつま芋）

１０倍粥  小松菜ペースト  かぼ
ちゃペースト

28土

30月
ハヤシライス  キャベツの和えも
の  野菜スティック  （マーガリンサ
ンド）

ハヤシライス  キャベツの和えも
の  野菜スティック  （マーガリンサ
ンド）

7倍粥  野菜のトマト煮  キャベツ
の和えもの  野菜煮  （パンかゆ）

１０倍粥  キャベツペースト  人参
ペースト

31火
軟飯  炒り豆腐  人参煮  すまし汁
（白菜）  （煮込みうどん）

5倍粥  炒り豆腐  人参煮  すまし
汁（白菜）  （煮込みうどん）

7倍粥  炒り豆腐  人参煮  すまし
汁（白菜）  （煮込みうどん）

１０倍粥  豆腐ペースト  人参ペー
スト
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              3月離乳食予定献立表

（卒園式）給食はお休みです


