
祇園保育所

日付 時間帯 離乳食後期 離乳食中期 離乳食初期
1 午前おやつ カルシウムベビースティック
15 麦茶
29 午前食 全粥 ７倍粥 １０倍粥
（土） ツナと野菜の炒め煮（ツナ・キャベツ・たまねぎ） ツナのほぐし煮 キャベツペースト

味噌汁 キャベツの出汁煮 野菜スープ
たまねぎの出汁煮
野菜スープ

午後食 全粥 ７倍粥
豆腐ハンバーグ（豆腐・青菜） 野菜スープ
人参スティック 豆腐のとろみ煮
味噌汁 人参の出汁煮

青菜の出汁煮
3 午前おやつ カルシウムベビースティック
10 麦茶
（月） 午前食 全粥 ７倍粥 １０倍粥

肉団子のケチャップ煮（鶏・じゃがいも・ピーマン） 鶏ひき肉のそぼろ煮 じゃがいもペースト
野菜スープ じゃがいもの出汁煮 野菜スープ

ピーマンの出汁煮
野菜スープ

午後食 鮭の雑炊（鮭・小松菜） ７倍粥
スティックきゅうり 鮭のほぐし煮
味噌汁 小松菜の出汁煮

きゅうりの出汁煮
野菜スープ

4 午前おやつ カルシウムベビースティック
18 麦茶
（火） 午前食 全粥 ７倍粥 １０倍粥

豆腐ステーキ（豆腐・たまねぎ） 豆腐のとろみ煮 さつまいもペースト
さつまいもスティック たまねぎの出汁煮 野菜スープ
味噌汁 さつまいもの出汁煮

野菜スープ
午後食 ミートソーススパゲティ（鶏・たまねぎ・トマト） スパゲティ

野菜スープ 鶏ひき肉のそぼろ煮
たまねぎの出汁煮
トマトの出汁煮
野菜スープ

5 午前おやつ カルシウムベビースティック
（水） 麦茶

午前食 全粥 ７倍粥 １０倍粥
しらすのおやき（しらす・じゃがいも） しらすのとろみ煮 人参ペースト
人参スティック 人参の出汁煮 野菜スープ
味噌汁 じゃがいもの出汁煮

野菜スープ
午後食 雑炊 ７倍粥

味噌汁 豆腐のとろみ煮
ほうれん草の出汁煮
大根の出汁煮
野菜スープ

6 午前おやつ カルシウムベビースティック
20 麦茶
（木） 午前食 煮うどん（ツナ・人参） 煮うどん １０倍粥

かぼちゃ煮 ツナのほぐし煮 かぼちゃペースト
人参の出汁煮 野菜スープ
かぼちゃの出汁煮

午後食 スティックパン パン粥
肉団子のスープ煮（鶏・じゃがいも・人参） 鶏ひき肉のそぼろ煮
野菜スープ じゃがいもの出汁煮

人参の出汁煮
野菜スープ

２０１８年９月離乳食献立表



祇園保育所

日付 時間帯 離乳食後期 離乳食中期 離乳食初期
7 午前おやつ カルシウムベビースティック
21 麦茶
（金） 午前食 全粥 ７倍粥 １０倍粥

ツナと野菜の炒め煮（ツナ・人参・ピーマン） ツナのほぐし煮 人参ペースト
味噌汁 人参の出汁煮 野菜スープ

ピーマンの出汁煮
野菜スープ

午後食 全粥 ７倍粥
豆腐ステーキ（豆腐・たまねぎ） 豆腐のとろみ煮
スティックきゅうり たまねぎの出汁煮
味噌汁 きゅうりの出汁煮

野菜スープ
8 午前おやつ カルシウムベビースティック
22 麦茶
（土） 午前食 ナポリタンスパゲティ（ツナ・たまねぎ・人参） ７倍粥 １０倍粥

野菜スープ ツナのほぐし煮 たまねぎペースト
たまねぎの出汁煮 野菜スープ
人参の出汁煮
野菜スープ

午後食 しらす粥（しらす・大根） ７倍粥
スティックきゅうり しらすのとろみ煮
味噌汁 大根の出汁煮

きゅうりの出汁煮
野菜スープ

11 午前おやつ カルシウムベビースティック
25 麦茶
（火） 午前食 全粥 ７倍粥 １０倍粥

豆腐とキャベツの旨煮（豆腐・キャベツ） 豆腐のとろみ煮 キャベツペースト
人参スティック キャベツの出汁煮 野菜スープ
味噌汁 人参の出汁煮

野菜スープ
午後食 トマトリゾット（トマト・たまねぎ） ７倍粥

じゃがいもスティック 鶏ひき肉のそぼろ煮
野菜スープ たまねぎの出汁煮

じゃがいもの出汁煮
野菜スープ

12 午前おやつ カルシウムベビースティック
26 麦茶
（水） 午前食 全粥 ７倍粥 １０倍粥

かじきのおろし煮（かじき・大根） かじきのほぐし煮 大根ペースト
スティックきゅうり 大根の出汁煮 野菜スープ
味噌汁 きゅうりの出汁煮

野菜スープ
午後食 ちゃんぽんうどん（鶏・キャベツ） 煮うどん

さつまいもスティック 鶏ひき肉のそぼろ煮
キャベツの出汁煮
さつまいもの出汁煮

13 午前おやつ カルシウムベビースティック
27 麦茶
（木） 午前食 全粥 ７倍粥 １０倍粥

豆腐の旨煮（豆腐・たまねぎ） 豆腐のとろみ煮 じゃがいもペースト
じゃがいもスティック たまねぎの出汁煮 野菜スープ
味噌汁 じゃがいもの出汁煮

野菜スープ
午後食 そぼろ丼（鶏・人参・小松菜） ７倍粥

味噌汁 鶏ひき肉のそぼろ煮
人参の出汁煮
小松菜の出汁煮
野菜スープ

２０１８年９月離乳食献立表



祇園保育所

日付 時間帯 離乳食後期 離乳食中期 離乳食初期
14 午前おやつ カルシウムベビースティック
28 麦茶
（金） 午前食 焼きうどん（ツナ・人参・キャベツ） 煮うどん １０倍粥

野菜スープ ツナのほぐし煮 人参ペースト
人参の出汁煮 野菜スープ
キャベツの出汁煮

午後食 鮭の雑炊（鮭・小松菜） ７倍粥
人参スティック 鮭のほぐし煮
味噌汁 小松菜の出汁煮

たまねぎの出汁煮
野菜スープ

19 午前おやつ カルシウムベビースティック
（水） 麦茶

午前食 芋粥（さつまいも） ７倍粥 １０倍粥
ミートボール（鶏） 鶏ひき肉のそぼろ煮 きゅうりペースト
スティックきゅうり さつまいもの出汁煮 野菜スープ
野菜スープ きゅうりの出汁煮

野菜スープ
午後食 雑炊 ７倍粥

味噌汁 豆腐のとろみ煮
ほうれん草の出汁煮
大根の出汁煮
野菜スープ

・味付けは塩、しょうゆ、みそ、 ・きざみ、ほぐし、つぶしの形態 ・ペースト状
ケチャップを基本にごく少量使用 ・麺は軟らかく煮たもの ・１回食

・基本的に主菜にはとろみをつけたもの

・焼き物は少量の油を使用 ・出汁で煮たものを基本とし、味は
付けず、食材の味や香りを楽しむ

２０１８年９月離乳食献立表

※食材チェックリストの食材を使用します
※アレルギー対策のため、卵・乳は１歳過ぎるまで使用しません


