
2020年 9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

ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
厚揚げのそぼろ煮 豆腐のそぼろ煮 豆腐野菜あん 豆腐と人参トロトロ
おくらのおかか和え おくらのおかか和え 大根と人参のみそ汁 野菜トロトロ
五目みそ汁 大根と人参のみそ汁 野菜スープ
牛乳 トースト
ういろう かじきのソテー

野菜スープ
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
鮭のしょうが焼き 鮭のソテー 鮭のやわらか煮 白身魚とじゃが芋トロトロ
キャベツとトマトの中華あえ キャベツとトマトの中華あえ キャベツとトマトの和え物 野菜トロトロ
みそ汁（じゃが芋・ねぎ） みそ汁（じゃが芋・ねぎ） みそ汁（じゃが芋・ねぎ） 野菜スープ
ぶどう ぶどう ぶどう
牛乳 鶏と野菜のうどん
クリームチーズクッキー 茶巾かぼちゃ
冷やしうどん 冷やしうどん 冷やしうどん うどんとしらすトロトロ
鶏肉のごま焼き ささ身のあんかけ ささ身のあんかけ かぼちゃマッシュ
かぼちゃの素揚げ 蒸しかぼちゃ 蒸しかぼちゃ 人参トロトロ
なし なし なし 野菜スープ
牛乳 鮭おにぎり
鮭おにぎり 麩とほうれんそうのみそ汁
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
あじのシュンユイ かじきのあんかけ かじきのあんかけ 白身魚とトマトトロトロ
きゅうりとささみのごまサラダ きゅうりのごまサラダ きゅうりとコーンのやわらか煮 野菜トロトロ
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 野菜スープ
牛乳 マカロニきな粉
きなこ豆 トマトとチーズのスープ
ひじきチャーハン ひじきチャーハン ひじきと鶏肉粥 ひじきと人参粥
鶏肉のオレンジ焼き 肉団子スープ 野菜スープ 麩と玉葱トロトロ
きのこのスープ 野菜スープ
ご飯 五倍粥 七倍粥 しらす粥
鶏肉のホイル焼き ささ身野菜和え ささ身野菜和え 野菜トロトロ
キャベツの中華風サラダ キャベツとしらすサラダ キャベツとしらすやわらか煮 野菜スープ
もやしのみそ汁 もやしのみそ汁 もやしのみそ汁
りんご りんご りんご
牛乳 オートミールおじや
マカロニのトマト煮 もやしのナムル
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
ぶりのみそ照り焼き 鮭のみそ焼き 鮭のやわらか煮 白身魚と人参トロトロ
ひじきの煮物 ひじきの煮物 ひじきの煮物 野菜トロトロ
きゅうりのごま塩もみ きゅうりのごま塩もみ きゅうりやわらか煮 野菜スープ
冬瓜の五目汁 冬瓜の五目汁 冬瓜の五目汁
牛乳 トースト
マシュマロおこし 鶏と野菜のスープ
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
豚肉の香味焼き 野菜の豚ひき肉あん 野菜の鶏ひき肉あん 麩と野菜トロトロ
キャベツとほうれんそうの磯和え キャベツとほうれんそうの和え物 キャベツとほうれんそうの和え物 野菜トロトロ
さつま芋のオレンジ煮 小松菜のみそ汁 小松菜のみそ汁 野菜スープ
小松菜となめこのみそ汁
牛乳 ツナと野菜のうどん
揚げワンタン(ウインナー) 蒸しさつま芋
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
マーボー豆腐 マーボー豆腐 豆腐野菜あん 豆腐と人参トロトロ
きゅうりの浅漬け きゅうりスティック きゅうりとトマト和え物 野菜トロトロ
トマト トマト わかめとコーンのスープ 野菜スープ
わかめとコーンのスープ わかめとコーンのスープ
牛乳 じゃが芋お焼き
アップルポテト 麩と玉葱のみそ汁
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
鮭のちゃんちゃん焼き 鮭のちゃんちゃん焼き 鮭と野菜のやわらか煮 白身魚と玉葱トロトロ
粉ふき芋 粉ふき芋 じゃが芋マッシュ じゃが芋マッシュ
麩のすまし汁 麩のすまし汁 麩のすまし汁 野菜スープ
牛乳 トースト
かりんとうトースト 肉団子スープ
豚丼 そぼろ粥 そぼろ粥 十倍粥
きゅうりとわかめの酢の物 きゅうりとわかめの酢の物 きゅうりとわかめの和え物 豆腐と玉葱トロトロ
豆腐となめこのみそ汁 豆腐となめこのみそ汁 豆腐となめこのみそ汁 かぼちゃのマッシュ

野菜スープ
ドライカレーライス トマトリゾット トマトリゾット トマト粥
ほうれん草ともやしのナムル ほうれん草ともやしのナムル ほうれん草ともやしのやわらか煮 野菜トロトロ
りんごゼリー りんごゼリー りんごゼリー 野菜スープ
牛乳 トースト
豆腐団子（あずき） 鮭と玉葱のミルク煮
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
真珠蒸し 豆腐野菜ひき肉あん 豆腐野菜ひき肉あん 豆腐とトマトトロトロ
オクラときゅうりのおかか和え オクラときゅうりのおかか和え きゅうりと人参のやわらか煮 野菜トロトロ
トマト 切り干し大根と玉葱のみそ汁 切り干し大根と玉葱のみそ汁 野菜スープ
切り干し大根と玉葱のみそ汁
牛乳 オートミールとツナのおじや
ポンデケージョ 茶巾かぼちゃ

野菜スープ

15(火)

昼食

午後おやつ

11(金)

昼食

午後おやつ

12(土) 昼食

14(月)

昼食

午後おやつ

09(水)

昼食

午後おやつ

10(木)

昼食

午後おやつ

05(土) 昼食

07(月)

昼食

午後おやつ

08(火)

昼食

午後おやつ

03(木)

昼食

午後おやつ

04(金)

昼食

午後おやつ

01(火)

昼食

午後おやつ

02(水)

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
かじきのバーベキュー風 かじきのソテー かじきやわらか煮 白身魚と野菜トロトロ
マッシュポテト マッシュポテト マッシュポテト マッシュポテト
いんげんのソテー いんげんのソテー いんげんやわらか煮 野菜スープ
ジュリエンヌスープ 野菜スープ 野菜スープ
ぶどう ぶどう ぶどう
牛乳 鶏と野菜うどん
人参ケーキ もやしのナムル
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
厚揚げの中華煮 豆腐の野菜あんかけ 豆腐の野菜あんかけ 豆腐と玉葱トロトロ
かぼちゃの甘煮 かぼちゃの甘煮 かぼちゃやわらか煮 かぼちゃマッシュ
麩のすまし汁(みつば） 麩のすまし汁(みつば） 麩のすまし汁(みつば） 人参トロトロ
なし なし なし 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
さつま芋御飯 さつま芋粥 さつま芋粥 さつま芋粥
カレイの煮つけ 白身魚の煮つけ 白身魚のやわらか煮 白身魚と人参トロトロ
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 野菜スープ
鶏肉と冬瓜のみそ汁 冬瓜のみそ汁 冬瓜のみそ汁
牛乳 トースト
キャラメルラスク 鶏つくねのトマトあんかけ
納豆そぼろ丼 納豆粥 納豆粥 納豆粥
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 野菜トロトロ
なすと玉葱のみそ汁 なすと玉葱のみそ汁 なすと玉葱のみそ汁 野菜スープ
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
鶏肉の竜田揚げ 鶏ささ身のくずあん 鶏ささ身やわらか煮 麩と人参トロトロ
もやしのサラダ もやしのサラダ 野菜やわらか煮 野菜トロトロ
なすとキャベツのみそ汁 なすとキャベツのみそ汁 なすとキャベツのみそ汁 野菜スープ
牛乳 おはぎ
おはぎ ツナと野菜のスープ
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
凍り豆腐のはさみ煮 豆腐のそぼろあん 豆腐そぼろあん 豆腐とコーントロトロ
小松菜のごま和え 小松菜のごま和え 小松菜のやわらか煮 野菜トロトロ
煮豆 煮豆 煮豆 野菜スープ
豚汁 大根と人参のみそ汁 大根と人参のみそ汁
牛乳 さつま芋お焼き
さつま芋ドーナツ ツナと野菜煮
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
あじの煮つけ かじきの煮つけ かじきと野菜のやわらか煮 豆腐と人参トロトロ
人参のクリーミーサラダ 人参サラダ 鶏肉のけんちん汁 野菜トロトロ
鶏肉のけんちん汁 鶏肉のけんちん汁 野菜スープ
みかんゼリー みかんゼリー
牛乳 納豆スパゲティー
青のりごまスティック 野菜スープ
ハヤシライス 鶏と野菜のおじや 鶏と野菜のおじや しらすと野菜のお粥
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
中華風ローストチキン 鶏つくねのあんかけ 野菜ひき肉あん 麩と玉葱トロトロ
はるさめの酢の物 はるさめの酢の物 きゅうりとコーンのやわらか煮 野菜トロトロ
厚揚げと大根のみそ汁 大根のみそ汁 大根のみそ汁 野菜スープ
牛乳 オートミールとツナのおじや
米粉マーブルクッキー ほうれんそうのお浸し
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
鮭のフィッシュボール 鮭とじゃが芋マッシュ 鮭とじゃが芋マッシュ 麩と野菜トロトロ
キャベツのおかか和え 野菜のおかか和え 野菜のおかか和え じゃが芋マッシュ
麩とえのきのすまし汁 麩とねぎのすまし汁 麩とねぎのすまし汁 野菜スープ
なし
牛乳 チーズトースト
もちもちパン ささ身と野菜煮
ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥
さばのコーンマヨネーズ焼き 鮭のコーン焼き 鮭のコーン煮 豆腐とコーントロトロ
小松菜とささ身のごま和え 小松菜とささ身のごま和え 小松菜とささ身のやわらか煮 野菜トロトロ
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
牛乳 りんご蒸しパン
りんご蒸しパン 豆腐と小松菜のみそ汁

✿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(火)

昼食

午後おやつ

30(水)

昼食

午後おやつ

25(金)

昼食

午後おやつ

26(土) 昼食

28(月)

昼食

午後おやつ

19(土) 昼食

23(水)

昼食

午後おやつ

24(木)

昼食

午後おやつ

17(木)

昼食

午後おやつ

18(金)

昼食

午後おやつ

16(水)

昼食

午後おやつ


