
令和３年

日付 完了期 後期 中期 初期

1火

軟飯  鶏ひき団子  きゅうりとわかめの酢の物
豆腐みそ汁（しめじ）  （チーズいりケーキ）

５倍粥  鶏ひき団子  きゅうりとわかめの酢の
物  豆腐みそ汁（しめじ）  （チーズいりケーキ）

7倍粥  鶏ひき団子  かぼちゃ煮  豆腐みそ汁
（しめじ）  （チーズパンかゆ）

１０倍粥  豆腐ペースト  かぼちゃ
ペースト

2水
マーボー豆腐丼  トマト  味噌汁
（麩）  （おやつ焼きうどん）

マーボー豆腐丼  トマト  味噌汁
（麩）  （煮込みうどん）

マーボー豆腐丼  トマト  味噌汁
（麩）  （煮込みうどん）

１０倍粥  豆腐ペースト  キャベツ
ペースト

3木

軟飯  豚肉のみそ炒め  きゅうり
和え  すまし汁(大根）  （かぼちゃ
のヨーグルトかけ）

５倍粥  豚肉のみそ炒め  きゅうり
和え  すまし汁(大根）  （かぼちゃ
のヨーグルトかけ）

7倍粥  鶏ひきの味噌煮  きゅうり
おろし  すまし汁(大根）  （かぼ
ちゃのヨーグルトかけ）

１０倍粥  じゃが芋ペースト  人参
ペースト

4金
軟飯  ポトフ  人参スティック  バナ
ナヨーグルト  （チーズ、ウエハー
ス）

５倍粥  ポトフ  人参スティック  バ
ナナヨーグルト  （チーズ、ウエ
ハース）

7倍粥  ポトフ  人参煮  ヨーグルト
（せんべい、かぼちゃ煮）

１０倍粥  かぼちゃペースト  人参
ペースト

5土
スパゲティーナポリタン  ヨーグル
ト、牛乳

煮込みうどん  かぼちゃ煮 煮込みうどん  かぼちゃ煮 うどんペースト  人参ペースト  か
ぼちゃペースト

7月
食パン  野菜のトマト煮  キャベツ
和え  牛乳  （青のりおにぎり）

食パン  野菜のトマト煮  キャベツ
和え  （おじや）

パンかゆ  野菜のトマト煮  キャベ
ツ和え  （おじや）

パンかゆ  じゃが芋ペースト  キャ
ベツペースト

8火

軟飯  カレイ焼き  野菜のソテー
みそ汁（なす）  （バナナ、ウエ
ハース）

５倍粥  カレイ焼き  野菜のソテー
みそ汁（なす）  （バナナ、ウエ
ハース）

7倍粥  カレイ煮  キャベツ煮  み
そ汁（なす）  （せんべい、かぼ
ちゃ煮）

１０倍粥  キャベツペースト  人参
ペースト

9水

軟飯  鶏とじゃが芋煮  小松菜とも
やしのナムル  みそ汁（大根）
（きな粉サンド）

５倍粥  鶏とじゃが芋煮  小松菜
和え  みそ汁（大根）  （きな粉サン
ド）

7倍粥  鶏とじゃが芋煮  小松菜和
え  みそ汁（大根）  （きな粉パンか
ゆ）

10倍粥  じゃが芋ペースト  小松
菜ペースト

10木
豆腐野菜丼  きゅうりの塩もみ
スープ（チンゲン菜）  （おやつ焼
きそば）

豆腐野菜丼  きゅうりの塩もみ
スープ（チンゲン菜）  （煮込みうど
ん）

豆腐野菜丼  きゅうりおろし  スー
プ（チンゲン菜）  （煮込みうどん）

１０倍粥  青梗菜ペースト  豆腐
ペースト

11金

軟飯  豆腐ハンバーグ  野菜ス
ティック  すまし汁（しめじ）  （青の
りポテト）

５倍粥  豆腐ハンバーグ  野菜ス
ティック  すまし汁（しめじ）  （青の
りポテト）

7倍粥  鶏ひき団子  人参煮  すま
し汁（しめじ）  （青のりポテト）

１０倍粥  豆腐ペースト  人参ペー
スト

12土
食パン  クリームシチュー（さつま
芋）  バナナ

食パン  ポトフ  バナナ 食パン粥  ポトフ 食パン粥  さつま芋ペースト  人参
ペースト

14月

鶏と野菜丼  みそ汁（かぼちゃ）
バナナヨーグルト  （煮込みうど
ん）

鶏と野菜丼  みそ汁（かぼちゃ）
バナナヨーグルト  （煮込みうど
ん）

鶏と野菜丼  みそ汁（かぼちゃ）
ヨーグルト  （煮込みうどん）

１０倍粥  かぼちゃペースト  人参
ペースト

15火
軟飯  鶏ひきハンバーグ  トマト
わかめスープ  （さつま芋りんご
煮）

５倍粥  鶏ひきハンバーグ  トマト
わかめスープ  （さつま芋りんご
煮）

7倍粥  鶏ひき団子  トマト  わか
めスープ  （さつま芋りんご煮）

１０倍粥  さつま芋ペースト  豆腐
ペースト

16水

軟飯  炒り豆腐  野菜スティック
みそ汁（さつま芋）  （かぼちゃの
ヨーグルトかけ）

５倍粥  炒り豆腐  野菜スティック
みそ汁（さつま芋）  （かぼちゃの
ヨーグルトかけ）

7倍粥  炒り豆腐  人参煮  みそ汁
（さつま芋）  （かぼちゃのヨーグル
トかけ）

１０倍粥  人参ペースト  さつま芋
ペースト

17木
食パン  ささみのフライ  キャベツ和え  ポター
ジュ（かぼちゃ）  （さつま芋の茶巾）

食パン  かぼちゃそぼろ  キャベツ和え  スー
プ（麩）  （さつま芋の茶巾）

パン粥  かぼちゃそぼろ  キャベツ和え  スー
プ（麩）  （さつま芋の茶巾）

パンかゆ  かぼちゃペースト  キャ
ベツペースト

18金
マーボーなす丼  小松菜のおかか
和え  スープ（麩）  （チーズトース
ト）

マーボーなす丼  小松菜和え
スープ（麩）  （チーズトースト）

マーボーなす丼  小松菜和え
スープ（麩）  （チーズパンかゆ）

１０倍粥  豆腐ペースト  小松菜
ペースト

19土
焼うどん  かぼちゃ煮　牛乳 煮込みうどん  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

21月
ミートスパゲティー  しょうゆフレン
チサラダ  コーンスープ  （おにぎ
り）

煮込みうどん  キャベツサラダ  か
ぼちゃ煮  （おじや）

煮込みうどん  キャベツサラダ  か
ぼちゃ煮  （おじや）

うどんペースト  キャベツペースト
人参ペースト

22火

にんじん軟飯  カレイの竜田揚げ
青菜和え  五目汁（豆腐）  （バナ
ナヨーグルト、ウエハース）

５倍粥  カレイ煮  青菜和え  スー
プ（豆腐）  （バナナヨーグルト、ウ
エハース）

7倍粥  カレイ煮  青菜和え  スー
プ（豆腐）  （ヨーグルト、せんべ
い）

１０倍粥  ほうれん草ペースト  豆
腐ペースト

23水
軟飯  肉じゃが  トマト  野菜スー
プ  （うどんきなこ）

５倍粥  肉じゃが  トマト  野菜スー
プ  （うどんきなこ）

7倍粥  肉じゃが  トマト  野菜スー
プ  （うどんきなこ）

１０倍粥  かぶペースト  じゃが芋
ペースト

24木
煮込みうどん  バナナ  チーズ
（おかかおにぎり）

煮込みうどん  バナナ  チーズ
（おじや）

煮込みうどん  きゅうりおろし  か
ぼちゃ煮  （おじや）

うどんペースト  かぼちゃペースト
人参ペースト

25金
軟飯  回鍋肉  トマト  麩のスープ
（バナナケーキ）

５倍粥  回鍋肉  トマト  麩のスー
プ  （バナナケーキ）

7倍粥  回鍋肉  トマト  麩のスー
プ  （かぼちゃパンかゆ）

１０倍粥  キャベツペースト  人参
ペースト

26土
やきそば  チーズ  牛乳 煮込みうどん  チーズ 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

かぼちゃペースト

28月
食パン  クリームシチュー  フレン
チサラダ  （青のりポテト）

食パン  ポトフ  キャベツ和え  （青
のりポテト）

パン粥  ポトフ  キャベツ和え  （青
のりポテト）

パン粥  さつま芋ペースト  キャベ
ツペースト

29火

軟飯  なすと豚肉のみそ炒め  磯
の香和え  わかめ汁（ねぎ）  （き
なこサンド）

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）
（きなこサンド）

7倍粥  なすと豆腐のみそ煮  ほう
れん草和え  わかめ汁（ねぎ）
（きなこパンかゆ）

10倍粥  ほうれん草ペースト  人
参ペースト

30水

軟飯  厚揚げのケチャップ炒め煮
和風ドレッシングサラダ  味噌汁
（麩）  （ポテトフライ）

５倍粥  豆腐と野菜煮  キャベツ
和え  味噌汁（麩）  （塩ゆでポテ
ト）

7倍粥  豆腐と野菜煮  キャベツ和
え  味噌汁（麩）  （塩ゆでポテト）

１０倍粥  じゃが芋ペースト  豆腐
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ます。  
・語尾の(　　　)内は午後のおやつです。　※新型コロナウイルスなどの関係で献立を変更させて頂く場合があります。

　　　　　　　　６月離乳食献立表


