
令和2年

日付 完了期 後期 中期 初期

1土
煮込みうどん  スティックきゅうり
バナナ

煮込みうどん  スティックきゅうり
バナナ

煮込みうどん  かぼちゃ煮 うどんペースト  かぼちゃペースト

3月

軟飯  厚揚げとじゃが芋のそぼろ
煮  きゅうりの中華風漬物  みそ
汁（大根）  （チーズいりケーキ）

５倍粥  じゃが芋のそぼろ煮  きゅ
うりの中華風漬物  みそ汁（大根）
（チーズいりケーキ）

7倍粥  じゃが芋のそぼろ煮  きゅ
うりおろし  みそ汁（大根）  （チー
ズパンかゆ）

10倍粥  じゃが芋ペースト  人参
ペースト

4火

軟飯  ハンバーグ  キャベツの磯
和え  みそ汁（さつま芋）  （かぼ
ちゃサンド）

５倍粥  ハンバーグ  キャベツの
磯和え  みそ汁（さつま芋）  （かぼ
ちゃサンド）

7倍粥  鶏団子煮  キャベツの磯
和え  みそ汁（さつま芋）  （かぼ
ちゃパンかゆ）

１０倍粥  豆腐ペースト  さつま芋
ペースト

5水

軟飯  カレイの西京焼き  ひじきと
大豆の炒り煮  すまし汁(麩）  （青
のりポテト）

５倍粥  カレイの西京焼き  かぼ
ちゃ煮  すまし汁(麩）  （青のりポ
テト）

7倍粥  カレイ煮  かぼちゃ煮  す
まし汁(麩）  （青のりポテト）

10倍粥  かぼちゃペースト  人参
ペースト

6木
軟飯  野菜の煮物  ほうれん草和
え  みそ汁（豆腐）  （煮込みうど
ん）

５倍粥  野菜の煮物  ほうれん草
和え  みそ汁（豆腐）  （煮込みうど
ん）

7倍粥  野菜の煮物  ほうれん草
和え  みそ汁（豆腐）  （煮込みうど
ん）

10倍粥  ほうれん草ペースト  豆
腐ペースト

7金
肉豆腐丼  トマト  青梗菜スープ
（おじや）

肉豆腐丼  トマト  青梗菜スープ
（おじや）

肉豆腐丼  トマト  青梗菜スープ
（おじや）

１０倍粥  豆腐ペースト  青梗菜
ペースト

8土
煮込みうどん（しらす）  かぶの煮
もの

煮込みうどん（しらす）  かぶの煮
もの

煮込みうどん（しらす）  かぶの煮
もの

うどんペースト  人参ペースト  か
ぶペースト

11火

マーボー豆腐丼  きゅうりとわか
めの酢の物  スープ（麩）  （さつま
いもりんご煮）

マーボー豆腐丼  きゅうりとわか
めの酢の物  スープ（麩）  （さつま
いもりんご煮）

マーボー豆腐丼  きゅうりおろし
スープ（麩）  （さつまいもりんご
煮）

１０倍粥  豆腐ペースト  人参ペー
スト

12水
軟飯  回鍋肉風  スープ（豆腐）
ヨーグルト  （チーズサンド）

5倍粥  回鍋肉風  スープ（豆腐）
ヨーグルト  （チーズサンド）

7倍粥  回鍋肉風  スープ（豆腐）
ヨーグルト  （チーズパンかゆ）

１０倍粥  キャベツペースト  豆腐
ペースト

13木
軟飯  ポトフ  キャベツサラダ  か
ぼちゃ煮  （うどんきなこ）

5倍粥  ポトフ  キャベツサラダ  か
ぼちゃ煮  （うどんきなこ）

7倍粥  ポトフ  キャベツサラダ  か
ぼちゃ煮  （うどんきなこ）

１０倍粥  じゃが芋ペースト  キャ
ベツペースト

14金

軟飯  厚揚げのケチャップ炒め煮
スープ（大根）  バナナ  （青のりポ
テト）

5倍粥  豆腐のケチャップ炒め煮
スープ（大根）  バナナ  （青のりポ
テト）

７倍粥  豆腐のケチャップ煮  スー
プ（大根）  （青のりポテト）

１０倍粥  人参ペースト  豆腐ペー
スト

15土
煮込みうどん  野菜スティック  か
ぼちゃ煮

煮込みうどん  野菜スティック  か
ぼちゃ煮

煮込みうどん  かぼちゃ煮 うどんペースト  キャベツペースト
人参ペースト

17月
食パン  ポトフ（鶏肉）  バナナ
（しらすおじや）

食パン  ポトフ（鶏肉）  バナナ
（しらすおじや）

パンかゆ  ポトフ（鶏肉）  かぼ
ちゃ煮  （しらすおじや）

パンかゆ  じゃが芋ペースト  キャ
ベツペースト

18火

軟飯  なすと豚肉のみそ炒め  ほ
うれん草和え  わかめ汁（ねぎ）
（煮込みうどん）

５倍粥  なすと豚肉のみそ炒め
ほうれん草和え  わかめ汁（ねぎ）
（煮込みうどん）

7倍粥  なすのみそ煮  ほうれん草
和え  わかめ汁（ねぎ）  （煮込み
うどん）

１０倍粥  ほうれん草ペースト  か
ぼちゃペースト

19水

わかめ軟飯  炒り豆腐  野菜ス
ティック  麩のすまし汁（えのき）
（ポテトフライ）

５倍粥  炒り豆腐  野菜スティック
麩のすまし汁（えのき）  （青のり
ポテト）

7倍粥  炒り豆腐  人参煮  麩のす
まし汁（えのき）  （青のりポテト）

１０倍粥  豆腐ペースト  人参ペー
スト

20木

軟飯  カレイの竜田揚げ  きゅうり
の塩もみ  スープ（チンゲン菜）
（きなこサンド）

５倍粥  カレイ煮  きゅうりの塩も
み  スープ（チンゲン菜）  （きなこ
サンド）

7倍粥  カレイ煮  きゅうりおろし
スープ（チンゲン菜）  （きなこパン
かゆ）

１０倍粥  青梗菜スープ  人参
ペースト

21金

ハヤシライス風  キャベツサラダ
ヨーグルト  （さつま芋りんご煮）

５倍粥  野菜のトマト煮  キャベツ
サラダ  ヨーグルト  （さつま芋りん
ご煮）

7倍粥  野菜のトマト煮  キャベツ
サラダ  ヨーグルト  （さつま芋りん
ご煮）

１０倍粥  じゃが芋ペースト  キャ
ベツペースト

22土
おじや（しらす）  人参スティック
スープ（麩）

おじや（しらす）  人参スティック
スープ（麩）

おじや（しらす）  人参煮  スープ
（麩）

１０倍粥  かぼちゃペースト  人参
ペースト

24月
軟飯  肉じゃが  トマト  みそ汁（な
す・ねぎ）  （人参いりケーキ）

５倍粥  肉じゃが  トマト  みそ汁
（なす・ねぎ）  （人参いりケーキ）

7倍粥  肉じゃが  トマト  みそ汁
（なす・ねぎ）  （かぼちゃ煮）

１０倍粥  じゃが芋ペースト  人参
ペースト

25火
煮込みうどん  ポテトサラダ  ヨー
グルト  （野菜おじや）

煮込みうどん  ポテトサラダ  ヨー
グルト  （野菜おじや）

煮込みうどん  マッシュポテト
ヨーグルト  （野菜おじや）

うどんペースト  じゃが芋ペースト
かぼちゃペースト

26水
軟飯  チキンのケチャップ煮  マカ
ロニサラダ  わかめスープ  （うど
んきなこ）

５倍粥  チキンのケチャップ煮  野
菜スティック  わかめスープ  （うど
んきなこ）

7倍粥  ささみのあんかけ  野菜煮
わかめスープ  （うどんきなこ）

１０倍粥  人参ペースト  かぼちゃ
ペースト

27木
軟飯  豚肉のみそ炒め  トマト  す
まし汁(大根）  （バナナヨーグル
ト、ウエハース）

５倍粥  豚肉のみそ炒め  トマト
すまし汁(大根）  （バナナヨーグル
ト、ウエハース）

7倍粥  鶏とじゃが芋煮  トマト  す
まし汁(大根）  （かぼちゃヨーグル
ト、赤ちゃんせんべい）

１０倍粥  人参ペースト  じゃが芋
ペースト

28金
軟飯  豆腐ハンバーグ  野菜ス
ティック  味噌汁（じゃが芋）
（チーズサンド）

５倍粥  豆腐ハンバーグ  野菜ス
ティック  味噌汁（じゃが芋）
（チーズサンド）

7倍粥  豆腐団子煮  野菜煮  味
噌汁（じゃが芋）  （チーズパンか
ゆ）

１０倍粥  豆腐ペースト  じゃが芋
ペースト

29土
ミートスパゲティー  チーズ 煮込みうどん  チーズ 煮込みうどん  ヨーグルト うどんペースト  人参ペースト  か

ぼちゃペースト

31月
食パン  ポークビーンズ  キャベツ
サラダ  スープ（麩）  （しらすおじ
や）

食パン  鶏のケチャップ煮  キャベ
ツサラダ  スープ（麩）  （しらすお
じや）

パンかゆ  鶏のケチャップ煮  キャ
ベツサラダ  スープ（麩）  （しらす
おじや）

パンかゆ  キャベツペースト  じゃ
が芋ペースト

・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。  
・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。
※新型コロナウイルスの関係などで献立を変更させて頂く場合があります。

　　　　　　　　　　８月離乳食予定献立表


