
2020年 8月予定献立表(離乳食)
日付 時間帯 12ケ月頃～ 9～11ヶ月頃 7～8ケ月頃 5～6ケ月頃

きのこスパゲティー 鶏と野菜のスパゲティー 鶏と野菜うどん うどんとしらすトロトロ
コーンスープ コーンスープ コーンスープ 野菜トロトロ
いちごヨーグルト いちごヨーグルト ヨーグルト 野菜スープ
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
肉団子 肉団子 鶏とトマトのやわらか煮 麩とトマトトロトロ
トマトの和え物 トマトの和え物 みそ汁（キャベツ） 野菜トロトロ
キャベツのみそ汁 みそ汁（キャベツ） 野菜スープ
牛乳 鶏と野菜のうどん
ヨーグルトムース 茶巾かぼちゃ
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
かじきのさっぱり甘酢ソース かじきのさっぱり甘酢ソース かじき玉葱煮 白身魚と玉葱トロトロ
ひじきの煮物 ひじきの煮物 人参やわらか煮 野菜トロトロ
豚肉となすのみそ汁 豚肉となすのみそ汁 なすと玉葱のみそ汁 野菜スープ
すいか すいか
牛乳 とうもろこしお焼き
ゆでとうもろこし 野菜スープ
こざかな 野菜スティック
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
鶏肉のトマトソース 鶏とトマト煮 鶏とトマト煮 豆腐とトマトトロトロ
小松菜とコーンのごま和え 小松菜とコーンのごま和え 小松菜とコーンのやわらか煮 野菜トロトロ
豆腐となめこのみそ汁 豆腐と玉葱のみそ汁 豆腐のみそ汁 野菜スープ
牛乳 ツナスパゲティー
ツナスパゲティー 野菜スープ
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
豆腐バーグのあんかけ 豆腐バーグのあんかけ 豆腐ひき肉あん 豆腐と玉葱トロトロ
モロヘイヤのお浸し 人参のきんぴら 人参やわらか煮 野菜トロト
かぼちゃとなすのみそ汁 かぼちゃとなすのみそ汁 かぼちゃとなすのみそ汁 野菜スープ
みかんゼリー みかんゼリー
牛乳 ゆでじゃが芋
フライドポテト ツナとオートミールのスープ
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
さばのカレームニエル さけのムニエル さけのやわらか煮 白身魚とキャベツトロトロ
ゴロゴロサラダ キャベツときゅうりのサラダ キャベツときゅうりのやわらか煮 野菜トロトロ
コーンクリームスープ コーンクリームスープ コーンクリームスープ 野菜スープ
牛乳 あずきトースト
豆腐団子(あずき) 豆腐と野菜スープ
焼き鶏丼 そぼろ粥 そぼろ粥 しらす粥
かぼちゃの甘煮 かぼちゃの甘煮 かぼちゃマッシュ かぼちゃマッシュ
なすとベーコンのみそ汁 なすと玉葱のみそ汁 なすと玉葱のみそ汁 野菜トロトロ

ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
ツナじゃが ツナじゃが 肉じゃが 麩と玉葱トロトロ
きゅうりとかまぼこのごまサラダ きゅうりとツナのごまサラダ きゅうりとツナのやわらか煮 野菜トロトロ
ズッキーニのみそ汁 ズッキーニのみそ汁 ズッキーニのみそ汁 野菜スープ
ぶどう ぶどう
牛乳 小魚お焼き
小魚お焼き 鶏肉と野菜スープ
ミートスパゲティー 豚と野菜のスパゲティー 鶏と野菜のうどん うどんと野菜トロトロ
蒸しかぼちゃ 蒸しかぼちゃ かぼちゃのマッシュ かぼちゃのマッシュ
わかめとコーンのスープ わかめとコーンのスープ わかめとコーンのスープ 野菜スープ
牛乳 甘納豆おにぎり
おにぎり（甘納豆） 豆腐と玉葱のみそ汁
チキンドリア チキンドリア 鶏と野菜のミルク粥 十倍粥
きゅうりとコーンのサラダ きゅうりとコーンのサラダ きゅうりとコーンのやわらか煮 豆腐と人参トロトロ
豆腐とねぎのスープ 豆腐とねぎのスープ 豆腐とねぎのスープ 野菜トロトロ

野菜スープ
牛乳 ツナと野菜のうどん
きなこビスケット 茶巾かぼちゃ
ポークカレーライス 五倍粥 七倍粥 十倍粥
切干し大根のサラダ 肉じゃが 鶏肉じゃが しらすとじゃが芋マッシュ
キャンディーチーズ きゅうりと人参の和え物 きゅうりと人参の和え物 野菜トロトロ

チーズ チーズ 野菜スープ
牛乳 白身魚と野菜のうどん
かぼちゃの水ようかん かぼちゃの水ようかん
豚丼 そぼろ粥 そぼろ粥 十倍粥
キャベツとコーンのサラダ キャベツとコーンのツナサラダ キャベツとコーンのツナサラダ 麩とキャベツトロトロ
切り干しと玉葱のみそ汁 玉葱とわかめのみそ汁 玉葱とわかめのみそ汁 野菜トロトロ

野菜スープ
マーボー丼 マーボー丼 マーボー丼 十倍粥
トマトのサラダ トマトのサラダ トマト 豆腐とトマトトロトロ
中華スープ 野菜スープ 野菜スープ 野菜トロトロ

野菜スープ
牛乳 マカロニきな粉
マカロニきな粉 肉団子スープ

15(土) 昼食

17(月)

昼食

午後おやつ

13(木)

昼食

午後おやつ

14(金)

昼食

午後おやつ

11(火)

昼食

午後おやつ

12(水)

昼食

午後おやつ

07(金)

昼食

午後おやつ

08(土) 昼食

１０(月) 山の日

05(水)

昼食

午後おやつ

06(木)

昼食

午後おやつ

01(土) 昼食

03(月)

昼食

午後おやつ

04(火)

昼食

午後おやつ



日付 時間帯 12ケ月頃～ 9～11ヶ月頃 7～8ケ月頃 5～6ケ月頃
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
ツナナゲット ツナナゲット 豆腐の野菜あん 豆腐と小松菜トロトロ
小松菜の納豆あえ 小松菜の納豆あえ 小松菜の納豆あえ 小松菜の納豆あえ
鶏肉と冬瓜のみそ汁 冬瓜のみそ汁 冬瓜のみそ汁 野菜スープ
牛乳 ごまトースト
ごまトースト 鶏と野菜のスープ
きんぴらごはん 五倍粥 七倍粥 十倍粥
豆腐のコーンみそ焼き 豆腐のコーンみそ焼き 豆腐のクリームコーン和え 豆腐とコーントロトロ
ゆで野菜（きゅうりと人参） ゆで野菜 野菜やわらか煮 野菜トロトロ
小松菜と油揚げのすまし汁 小松菜のすまし汁 小松菜のすまし汁 野菜スープ
なし なし
牛乳 さつま芋粥
人参ゼリー 肉団子スープ
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
厚揚げと豚肉の煮物 豆腐と豚肉の煮物 豆腐と野菜煮 豆腐と野菜トロトロ
いんげん胡麻あえ いんげん胡麻あえ わかめともやしのみそ汁 いんげんトロトロ
わかめともやしのみそ汁 わかめともやしのみそ汁
牛乳 さつま芋蒸しパン 野菜スープ
さつま芋蒸しパン ツナと野菜のスープ
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
さばと玉ねぎのみそ煮 かじきと玉ねぎのみそ煮 かじきと玉ねぎのみそ煮 白身魚と人参トロトロ
キャベツとおくらの和え物 キャベツのお浸し キャベツのお浸し 野菜トロトロ
じゃが芋のすまし汁 じゃが芋のすまし汁 じゃが芋のすまし汁 野菜スープ
牛乳 鶏と野菜のうどん
米粉ドーナツ 茶巾かぼちゃ
きのこピラフ そぼろ粥 そぼろ粥 しらす粥
ツナサラダ ツナサラダ ツナサラダ 野菜トロトロr
ポテトスープ ポテトスープ ポテトスープ 野菜スープ
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
豚肉と野菜のカレー炒め 野菜ひき肉あん 野菜ひき肉あん 白身魚と野菜トロトロ
おくらのおかか和え さつま芋とわかめのみそ汁 さつま芋とわかめのみそ汁 さつま芋マッシュ
さつま芋とわかめのみそ汁 ぶどう 野菜スープ
ぶどう
牛乳 トースト
豆乳かんてん 鮭のムニエル

野菜スープ
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
さわらのコーンマヨネーズ焼き かじきのコーンクリームソース かじきのコーンクリーム和え 白身魚とかぼちゃトロトロ
モロヘイヤのお浸し トマト トマト トマトトロトロ
トマト かぼちゃとなすのみそ汁 かぼちゃとなすのみそ汁 野菜スープ
かぼちゃとなすのみそ汁
牛乳 きな粉トースト
豆腐団子(きな粉) 豆腐と野菜のスープ
冷やし中華 そうめん そうめん そうめんとしらすトロトロ
蒸しかぼちゃ 蒸しかぼちゃ かぼちゃマッシュ かぼちゃマッシュ
塩ゆで枝豆 野菜トロトロ
なし 野菜スープ
牛乳 オートミールおじや
ココアケーキ 野菜スティック
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
レバーの南蛮漬け レバーねぎ煮 かぶひき肉あん 麩とかぶトロトロ
かぶときゅうりの塩昆布あえ かぶときゅうりの塩昆布あえ 野菜スープ 野菜トロトロ
しいたけとわかめの野菜スープ 野菜スープ 野菜スープ
牛乳 納豆スパゲティー
ねったぼ 野菜スープ
しょうがご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
かじきのみそ焼き かじきのみそ焼き かじきやわらか煮 白身魚とかぼちゃトロトロ
揚げ野菜のサラダ かぼちゃのサラダ かぼちゃのサラダ 野菜トロトロ
チンゲン菜とえのきのみそ汁 チンゲン菜とえのきのみそ汁 チンゲン菜とえのきのみそ汁 野菜スープ
牛乳120(80) さつま芋蒸しパン
黒糖蒸しパン 鶏と野菜のスープ
カレーうどん 豚汁うどん 鶏と野菜うどん しらすとうどんトロトロ
キャベツの甘酢和え キャベツの甘酢和え 野菜やわらか煮 野菜トロトロ
みかんヨーグルト みかんヨーグルト みかんヨーグルト 野菜スープ
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
かぼちゃコロッケ かぼちゃコロッケ かぼちゃひき肉あん 豆腐と野菜トロトロ
いんげんとツナのマヨネーズあえ いんげんとツナのごまあえ いんげんとツナのやわらか煮 かぼちゃマッシュ
豆腐とわかめのスープ 豆腐とわかめのスープ 豆腐とわかめのスープ 野菜スープ
牛乳 オートミールおじや
フルーツ白玉（豆腐） 茶巾かぼちゃ

✿食材の納入状況により、やむを得ずメニューが変更になる場合があります。ご了承ください。

29(土) 昼食

31(月)

昼食

午後おやつ

27(木)

昼食

午後おやつ

28(金)

昼食

午後おやつ

25(火)

昼食

午後おやつ

26(水)

昼食

午後おやつ

21(金)

昼食

午後おやつ

22(土) 昼食

24(月)

昼食

午後おやつ

19(水)

昼食

午後おやつ

20(木)

昼食

午後おやつ

18(火)

昼食

午後おやつ


