
離乳食献立 2022年10月 杏ほいくえん
日付 完了期 後期 中期 初期

01土
煮込みうどん  牛乳 煮込みうどん  麦茶 煮込みうどん  麦茶 うどんﾍﾟｰｽﾄ  たまねぎﾍﾟｰｽﾄ

にんじんﾍﾟｰｽﾄ  麦茶

03月
豚肉の甘辛丼  小松菜あえも
の  豆腐みそ汁  麦茶
（食パン）

豚肉の甘辛丼  小松菜あえも
の  豆腐みそ汁  麦茶
（食パン）

鶏肉の甘辛丼  小松菜あえも
の  豆腐みそ汁  麦茶
（パン粥）

10倍粥  こまつなﾍﾟｰｽﾄ  豆
腐ペースト  麦茶

04火
軟飯  肉じゃが（豚肉）  にんじ
んのあえ物  みそ汁（はくさ
い）  麦茶  （蒸しパン）

5倍粥  肉じゃが（豚肉）  にん
じんのあえ物  みそ汁（はくさ
い）  麦茶  （蒸しパン）

7倍粥  肉じゃが（鶏肉）  にん
じんのあえ物  みそ汁（はくさ
い）  麦茶  （かぼちゃ煮）

10倍粥  じゃがいもﾍﾟｰｽﾄ  は
くさいﾍﾟｰｽﾄ  麦茶

05水
食パン  パンプキンポトフ（鶏
肉）  きゃべつサラダ  麦茶
（おじや）

食パン  パンプキンポトフ（鶏
肉）  きゃべつサラダ  麦茶
（おじや）

パン粥  パンプキンポトフ（鶏
肉）  きゃべつサラダ  麦茶
（おじや）

パン粥  かぼちゃﾍﾟｰｽﾄ  きゃ
べつﾍﾟｰｽﾄ  麦茶

06木
豆腐のそぼろ丼  チーズ  み
そ汁（なす・ねぎ）  麦茶
（さつまいも煮）

豆腐のそぼろ丼  チーズ  み
そ汁（なす・ねぎ）  麦茶
（さつまいも煮）

豆腐のそぼろ丼  野菜ｽﾃｨｯｸ
みそ汁（なす・ねぎ）  麦茶
（さつまいも煮）

10倍粥  豆腐ﾍﾟｰｽﾄ  きゅうり
にんじんﾍﾟｰｽﾄ  麦茶

07金
軟飯  かれいの煮つけ  青菜
の和え物  みそ汁（南瓜）  麦
茶  （せんべい）

5倍粥  かれいの煮つけ  青
菜の和え物  みそ汁（南瓜）
麦茶  （せんべい）

7倍粥  かれいの煮つけ  青
菜の和え物  みそ汁（南瓜）
麦茶  （せんべい）

10倍粥  こまつなﾍﾟｰｽﾄ  か
ぼちゃﾍﾟｰｽﾄ  麦茶

08土
味噌煮込みうどん  牛乳 味噌煮込みうどん  麦茶 味噌煮込みうどん  麦茶 うどんﾍﾟｰｽﾄ  にんじんﾍﾟｰｽﾄ

たまねぎﾍﾟｰｽﾄ  麦茶

11火
軟飯  豆腐の炒り煮  キャベツ
の磯あえ  みそ汁（さつま芋）
麦茶  （麩の煮物）

5倍粥  豆腐の炒り煮  キャベ
ツの磯あえ  みそ汁（さつま
芋）  麦茶  （麩の煮物）

7倍粥  豆腐煮  キャベツの
磯あえ  みそ汁（さつま芋）
麦茶  （麩の煮物）

10倍粥  豆腐ﾍﾟｰｽﾄ  さつま
芋ﾍﾟｰｽﾄ  麦茶

12水
味噌煮込みうどん  きゅうりの
和え物  バナナ  麦茶  （チー
ズサンド）

味噌煮込みうどん  きゅうり
の和え物  バナナ  麦茶
（チーズサンド）

味噌煮込みうどん  きゅうり
の和え物  りんご煮  麦茶
（パン粥）

うどんﾍﾟｰｽﾄ  きゅうりﾍﾟｰｽﾄ
大根ペースト  麦茶

13木

野菜軟飯  カレイの煮つけ  ポ
テトサラダ  野菜スープ（きゃ
べつ）  麦茶
（さつまいも煮）

野菜粥  カレイの煮つけ  ポ
テトサラダ  野菜スープ（きゃ
べつ）  麦茶
（さつまいも煮）

野菜粥  カレイの煮つけ  ポ
テトサラダ  野菜スープ（きゃ
べつ）  麦茶
（さつまいも煮）

10倍粥  じゃがいもﾍﾟｰｽﾄ
きゃべつﾍﾟｰｽﾄ  麦茶

14金
軟飯  ポトフ  きゃべつサラダ
ヨーグルト  麦茶
（かぼちゃ煮）

5倍粥  ポトフ  きゃべつサラ
ダ  ヨーグルト  麦茶
（かぼちゃ煮）

7倍粥  ポトフ  きゃべつサラ
ダ  ヨーグルト  麦茶
（かぼちゃ煮）

10倍粥  じゃがいもﾍﾟｰｽﾄ
きゃべつﾍﾟｰｽﾄ  麦茶

15土
煮込みうどん  牛乳 煮込みうどん  麦茶 煮込みうどん  麦茶 うどんペースト  きゃべつﾍﾟｰ

ｽﾄ  にんじんﾍﾟｰｽﾄ  麦茶

17月
軟飯  かれいの味噌煮  麩の
煮物  すまし汁（ねぎ）  麦茶
（食パン）

5倍粥  かれいの味噌煮  麩
の煮物  すまし汁（ねぎ）  麦
茶  （食パン）

7倍粥  かれいの味噌煮  麩
の煮物  すまし汁（ねぎ）  麦
茶  （パン粥）

10倍粥  たまねぎﾍﾟｰｽﾄ  に
んじんﾍﾟｰｽﾄ  麦茶

18火
にんじん軟飯  野菜の煮物  ト
マト  豆腐みそ汁  麦茶
（ｳｴﾊｰｽ）

にんじん粥  野菜の煮物  ト
マト  豆腐みそ汁  麦茶
（ｳｴﾊｰｽ）

にんじん粥  野菜の煮物  ト
マト  豆腐みそ汁  麦茶
（せんべい）

10倍粥  じゃがいも  豆腐ﾍﾟｰ
ｽﾄ  麦茶

19水
軟飯  豚肉のｹﾁｬｯﾌﾟ煮  きゃ
べつサラダ  ヨーグルト  麦茶
（りんご煮）

5倍粥  豚肉のｹﾁｬｯﾌﾟ煮
きゃべつサラダ  ヨーグルト
麦茶  （りんご煮）

7倍粥  鶏肉のｹﾁｬｯﾌﾟ煮
きゃべつサラダ  ヨーグルト
麦茶  （りんご煮）

10倍粥  きゅうりﾍﾟｰｽﾄ  にん
じんペースト  麦茶

20木
軟飯  豚肉のケチャップ炒め
煮  マカロニサラダ  スープ
（にら）  麦茶  （蒸しパン）

5倍粥  豚肉のケチャップ炒
め煮  マカロニサラダ  スープ
（にら）  麦茶  （蒸しパン）

7倍粥  鶏肉の甘辛煮  ｽﾃｨｯ
ｸ野菜  スープ（にら）  麦茶
（きなこ粥）

10倍粥  きゅうりﾍﾟｰｽﾄ  たま
ねぎペースト  麦茶

21金
食パン  鶏のｹﾁｬｯﾌﾟ煮  ブ
ロッコリーの和え物  ポテト
スープ  麦茶  （味噌おじや）

食パン  鶏のｹﾁｬｯﾌﾟ煮  ブ
ロッコリーの和え物  ポテト
スープ  麦茶  （味噌おじや）

パン粥  鶏の甘辛煮  ブロッ
コリーの和え物  ポテトスープ
麦茶  （味噌おじや）

パン粥  ブロッコリーﾍﾟｰｽﾄ
にんじんﾍﾟｰｽﾄ  麦茶

24月
マーボー豆腐丼  ｽﾃｨｯｸきゅう
り  オニオンスープ  麦茶
（煮込みうどん）

マーボー豆腐丼  ｽﾃｨｯｸきゅ
うり  オニオンスープ  麦茶
（煮込みうどん）

マーボー豆腐丼 ｽﾃｨｯｸきゅう
り  オニオンスープ  麦茶
（煮込みうどん）

10倍粥  豆腐ﾍﾟｰｽﾄ  きゃべ
つペースト  麦茶

25火
煮込みうどん  チキンサラダ
バナナ  麦茶
（さつまいも粥）

煮込みうどん  チキンサラダ
バナナ  麦茶
（さつまいも粥）

煮込みうどん  チキンサラダ
りんご煮  麦茶
（さつまいも粥）

うどんﾍﾟｰｽﾄ  きゅうりﾍﾟｰｽﾄ
にんじんﾍﾟｰｽﾄ  麦茶

26水
軟飯  鶏と大根の煮物  小松
菜の和え物  みそ汁（きゃべ
つ）  麦茶  （チーズサンド）

5倍粥  鶏と大根の煮物  小
松菜の和え物  みそ汁（きゃ
べつ）  麦茶  （チーズサンド）

7倍粥  鶏と大根の煮物  小
松菜の和え物  みそ汁（きゃ
べつ）  麦茶  （パン粥）

10倍粥  だいこんﾍﾟｰｽﾄ  こま
つなﾍﾟｰｽﾄ  麦茶

27木
軟飯  肉団子  ブロッコリーの
あえ物  かぼちゃスープ  麦茶
（ﾖｰｸﾞﾙﾄ）

5倍粥  肉団子  ブロッコリー
のあえ物  かぼちゃスープ
麦茶  （ﾖｰｸﾞﾙﾄ）

7倍粥  肉団子  ブロッコリー
のあえ物  かぼちゃスープ
麦茶  （ﾖｰｸﾞﾙﾄ）

10倍粥  ブロッコリーﾍﾟｰｽﾄ
かぼちゃﾍﾟｰｽﾄ  麦茶

28金
軟飯  鶏のほぐし煮  ミックス
スローサラダ  みそ汁（ねぎ）
麦茶  （せんべい）

5倍粥  鶏のほぐし煮  ミック
ススローサラダ  みそ汁（ね
ぎ）  麦茶  （せんべい）

7倍粥  鶏のほぐし煮  ミック
ススローサラダ  みそ汁（ね
ぎ）  麦茶  （せんべい）

10倍粥  きゃべつﾍﾟｰｽﾄ  きゅ
うりﾍﾟｰｽﾄ  麦茶

29土
煮込みうどん  牛乳 煮込みうどん  麦茶 煮込みうどん  麦茶 うどんﾍﾟｰｽﾄ  はくさいペース

ト  にんじんﾍﾟｰｽﾄ  麦茶

31月
軟飯  ポトフ  チーズ  さつま
いものサラダ  麦茶
（かぼちゃ煮）

5倍粥  ポトフ  チーズ  さつま
いものサラダ  麦茶
（かぼちゃ煮）

7倍粥  ポトフ  ｽﾃｨｯｸ野菜  さ
つまいものサラダ  麦茶
（かぼちゃ煮）

10倍粥  きゅうりﾍﾟｰｽﾄ  さつ
まいもﾍﾟｰｽﾄ  麦茶


