
2021年 1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

松風焼き 豆腐ハンバーグ 豆腐そぼろあん 豆腐と人参トロトロ

なます なます 大根と人参煮 野菜トロトロ

雑煮風汁 人参と小松菜のすまし汁 人参と小松菜のすまし汁 野菜スープ

牛乳120(80) チーズ蒸しパン

マカロニきな粉 ツナと野菜スープ

ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥

さわらのみそ照り焼き かじきのみそ焼き かじきやわらか煮 しらすとほうれん草トロトロ

フルーツきんとん ほうれん草とじゃこのお浸し ほうれん草とじゃこのお浸し 野菜トロトロ

ほうれん草とじゃこのお浸し もやしのみそ汁 もやしのみそ汁 野菜スープ

もやしと油揚げのみそ汁

牛乳120(80) オートミールおじや

豆乳もち フルーツきんとん

ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥

ハンバーグおろしソース ハンバーグおろしソース 豆腐ひき肉あん 豆腐と小松菜トロトロ

ゆでブロッコリー ブロッコリーのごま和え ブロッコリーやわらか煮 野菜トロトロ

人参のさっぱり煮 じゃが芋と玉葱のみそ汁 野菜スープ

豆腐となめこのみそ汁

牛乳120(80) 白身魚のうどん

フライドうどん かぼちゃヨーグルト

ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥

豚肉と野菜のカレー炒め 豚肉と野菜煮 鶏肉と野菜煮 麩とほうれん草トロトロ

みそじゃが みそじゃが じゃが芋マッシュ 野菜トロトロ

麩とほうれん草ののすまし汁 麩とほうれん草ののすまし汁 麩とほうれん草ののすまし汁 野菜スープ

牛乳120(80) 七草粥

七草粥 りんご

ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥

かじきの竜田揚げ かじきの竜田揚げ かじきやわらか煮 豆腐と野菜トロトロ

にんじんと豆腐のサラダ にんじんと豆腐のサラダ にんじんと豆腐のサラダ 野菜トロトロ

ゆでブロッコリー ゆでブロッコリー ブロッコリーやわらか煮 野菜スープ

里芋と大根の五目みそ汁 里芋と大根のみそ汁 里芋と大根のみそ汁

いちご いちご いちご

牛乳120(80) さつま芋パンケーキ

きな粉さつま 鶏と野菜スープ

マーボー丼 マーボー粥 マーボー粥 十倍粥

麩とほうれん草のすまし汁 麩とほうれん草のすまし汁 麩とほうれん草のすまし汁 豆腐と人参トロトロ

りんご りんご りんご 野菜トロトロ

野菜スープ

ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥

ミートローフ 豆腐ハンバーグ 豆腐鶏そぼろあん 豆腐と小松菜トロトロ

粉ふき芋 小松菜のごま和え 小松菜と人参やわらか煮 野菜トロトロ

小松菜のごま和え ほうれん草のすまし汁 ほうれん草のすまし汁 野菜スープ

鶏ささ身の吸い物

牛乳120(90) じゃが芋お焼き

ぜんざい ささ身と野菜のスープ

ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥

マーボー豆腐 マーボー豆腐 マーボー豆腐 豆腐と野菜トロトロ

チンゲン菜のあえ物 チンゲン菜のあえ物 チンゲン菜のあえ物 野菜トロトロ

中華スープ 鶏と野菜のスープ 鶏と野菜のスープ 野菜スープ

牛乳120(80) りんご蒸しパン

アップルパイ ツナと野菜スープ

ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥

鶏肉と大豆の揚げ煮 さつま芋そぼろあん さつま芋そぼろあん 麩とさつま芋マッシュ

大根のゆかり和え 大根と人参煮 大根と人参煮 野菜トロトロ

チンゲン菜とえのきのみそ汁 チンゲン菜と玉葱のみそ汁 チンゲン菜と玉葱のみそ汁 野菜スープ

牛乳120(80) ごまトースト

ごまときな粉のクッキー 鮭と野菜のミルク煮

ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥

さけのポテト焼き さけのポテト焼き さけとじゃが芋マッシュ 白身魚とじゃが芋マッシュ

ほうれん草のサラダ ほうれん草のサラダ ほうれん草のサラダ 野菜トロトロ

豚肉と白菜のスープ 鶏と白菜のスープ 鶏と白菜のスープ 野菜スープ

みかん

牛乳120(80) オートミールおじや

うまみ豆おにぎり 蒸しさつま芋

野菜うどん 野菜うどん 野菜うどん うどんと野菜トロトロ

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 麩と野菜トロトロ

いちごヨーグルト いちごヨーグルト いちごヨーグルト 野菜スープ

15(金)

昼食

午後おやつ

16(土) 昼食

13(水)

昼食

午後おやつ

14(木)

昼食

午後おやつ

08(金)

昼食

午後おやつ

09(土) 昼食

12(火)

昼食

午後おやつ

06(水)

昼食

午後おやつ

07(木)

昼食

午後おやつ

04(月)

昼食

午後おやつ

05(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

鶏肉のゆずソース ブロッコリーの白あえ ブロッコリーの白あえ 豆腐とブロッコリートロトロ

ブロッコリーの白あえ かぶとわかめのみそ汁 かぶとわかめのみそ汁 野菜トロトロ

かぶと油揚げのみそ汁 野菜スープ

牛乳120(80) さつま芋蒸しパン

蒸し芋ようかん 肉団子スープ

ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥

あじのりんごソース かじきのりんごソース かじきのりんごソース 白身魚とほうれんそうトロトロ

ほうれん草の納豆あえ ほうれん草の納豆あえ ほうれん草の納豆あえ 野菜トロトロ

切干大根と玉葱のみそ汁 切干大根と玉葱のみそ汁 切干大根と玉葱のみそ汁 野菜スープ

いちご

牛乳120(80) 鶏と野菜のうどん

大豆粉のコーンパン いちごヨーグルト

人参ピラフ 人参粥 人参粥 人参粥

マカロニグラタン マカロニグラタン マカロニミルク煮 豆腐と野菜トロトロ

ゆでブロッコリー ゆでブロッコリー ゆでブロッコリー 野菜スープ

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

いちご いちご いちご

牛乳120(80) トースト

オレンジケーキ ツナと野菜スープ

カレーうどん 豚と野菜うどん 鶏と野菜うどん うどんとしらすトロトロ

さつま芋のレモン煮 蒸しさつま芋 さつま芋マッシュ 野菜トロトロ

りんご りんご りんご 野菜スープ

牛乳120(80) 鮭おにぎり

鮭おにぎり じゃが芋と玉葱のみそ汁

ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥

カレイのおろし煮 白身魚のおろし煮 白身魚のおろし煮 白身魚と大根トロトロ

キャベツのベーコンドレッシング キャベツと小松菜のサラダ キャベツと小松菜のやわらか煮 野菜トロトロ

豆腐スープ（わかめ） 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120(80) きな粉さつま

かりんとう 鶏と野菜のみそ汁

ハヤシライス 豚と野菜のおじや 鶏と野菜のおじや しらすと野菜粥

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

ブロッコリーのチキンサラダ ブロッコリーのサラダ ブロッコリーのサラダ 白身魚と野菜トロトロ

肉団子汁 肉団子汁 鶏と野菜汁 野菜トロトロ

みかん 野菜スープ

牛乳120(80) 鶏と野菜のマカロニ煮

黒糖蒸しパン みかん

ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥

さばのみそ煮 白身魚みそ煮 白身魚とブロッコリーやわらか煮 白身魚とブロッコリートロトロ

ブロッコリーのごまあえ ブロッコリーのごまあえ 野菜五目汁 野菜トロトロ

鶏と里芋の五目汁 野菜五目汁 野菜スープ

牛乳120(80) 人参パンケーキ

人参プリッツ 肉団子スープ

冬野菜のカレーライス 五倍粥 七倍粥 十倍粥

小松菜のしらすサラダ 野菜ひき肉あん 野菜ひき肉あん しらすと野菜トロトロ

みかんゼリー 小松菜のしらすサラダ 小松菜のしらすあえ 野菜トロトロ

みかんゼリー 野菜スープ

牛乳120(80) オートミールおじや

揚げごぼう きな粉ヨーグルト

ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥

レバーの南蛮漬け さつま芋のひき肉あん さつま芋のひき肉あん 麩とさつま芋トロトロ

マッシュポテト 野菜塩昆布和え 野菜やわらか煮 野菜トロトロ

野菜塩昆布和え 大根とねぎのみそ汁 大根とねぎのみそ汁 野菜スープ

大根と厚揚げのみそ汁

牛乳120(80) 白身魚と野菜のうどん

ちんすこう 蒸しさつま芋

ご飯 五倍粥 七倍粥 十倍粥

ぶりと野菜のマリネ 鮭の野菜あん 鮭の野菜あん 麩とほうれん草トロトロ

ほうれん草の磯あえ ほうれん草のおひたし ほうれん草のおひたし 野菜トロトロ

麩と葱のみそ汁 麩と葱のみそ汁 麩と葱のみそ汁 野菜スープ

牛乳120(80) 納豆と野菜のおじや

さつま芋もち みかん

肉みそうどん 肉みそうどん 肉みそうどん うどんとしらすトロトロ

フルーツヨーグルト フルーツヨーグルト フルーツヨーグルト 野菜トロトロ

野菜スープ

✿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(金)

昼食

午後おやつ

30(土) 昼食

27(水)

昼食

午後おやつ

28(木)

昼食

午後おやつ

23(土) 昼食

25(月)

昼食

午後おやつ

26(火)

昼食

午後おやつ

21(木)

昼食

午後おやつ

22(金)

昼食

午後おやつ

19(火)

昼食

午後おやつ

20(水)

昼食

午後おやつ

18(月)

昼食

午後おやつ


