
※金曜日の朝までに食べていない食べられない食材にチェックをして頂き、１枚に名前を書いて持ってきてください。
２週間の献立をのせています。裏も見てください。おやつは、完了期からとなります。

※給食で使用しているだしかつおは、かつおといわし、さばの混合のものです。中期に使用する調味料は、味噌汁に関しては上澄み程度、しょうゆなどに関して
は１滴程度の、味に変化を持たせる為の使用です。

No2

献立名 材料名 おやつ

01月
初期

つぶし粥  キャベツペースト  豆腐ペースト  たまねぎスー
プ

胚芽米　　キャベツ　　木綿豆腐　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  カレイのねぎ煮  すまし汁 胚芽米　　かれい/キャベツ/にんじん/ねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/木綿豆腐/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  カレイのねぎ味噌煮  すまし汁 胚芽米　　かれい/キャベツ/にんじん/ねぎ/味噌/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）　　たまねぎ/わかめ（乾）/木綿豆腐/しょうゆ/だしかつお/こんぶ

（だし用）/塩 シュガートースト

完了期
軟飯  カレイのねぎ味噌焼き  オクラとキャベツのおかか
和え  すまし汁

胚芽米　　かれい/味噌/上白糖/酒/みりん/ねぎ　　オクラ/キャベツ/にんじん/しょうゆ/糸かつお　　切り干しだいこん/たまねぎ/わかめ（乾）/木綿豆腐/
しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩

普通食
ご飯  カレイのねぎ味噌焼き  オクラとキャベツのおかか
和え  すまし汁

胚芽米　　かれい/味噌/上白糖/酒/みりん/ねぎ　　オクラ/キャベツ/にんじん/しょうゆ/糸かつお　　切り干しだいこん/たまねぎ/わかめ（乾）/木綿豆腐/
しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩

02火
初期

つぶし粥  じゃがいもペースト  かぼちゃペースト  ブロッ
コリースープ

胚芽米　　じゃがいも　　かぼちゃ　　ブロッコリー/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  鶏肉のトマト煮込み  にんじんあんかけ 胚芽米　　鶏もも肉/たまねぎ/じゃがいも/トマト/かぼちゃ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　にんじん/ブロッコリー/だしかつお/こんぶ（だし用）/
片栗粉

後期
お粥  鶏肉のトマト煮込み  にんじんサラダ 胚芽米　　鶏もも肉/なす/たまねぎ/じゃがいも/トマト/かぼちゃ/コンソメ/ケチャップ/片栗粉　　ツナ/にんじん/ブロッコリー/食塩/しょうゆ

ココアケーキ

完了期
ロールパン  鶏肉のトマト煮込み  マカロニサラダ ロールパン（小麦・マーガリン、牛乳）　　鶏もも肉/にんにく/塩/こしょう/なす/たまねぎ/にんじん/じゃがいも/トマト/かぼちゃ/ピーマン/しめじ/ホールト

マト缶詰/コンソメ/ケチャップ/片栗粉　　マカロニ/ツナ/にんじん/きゅうり/ブロッコリー/マヨネーズ/食塩/こしょう （ホットケーキミックス・牛乳・上白糖・ココア）

普通食
ロールパン  鶏肉のトマト煮込み  マカロニサラダ ロールパン（小麦・マーガリン、牛乳）　　鶏もも肉/にんにく/塩/こしょう/なす/たまねぎ/にんじん/じゃがいも/トマト/かぼちゃ/ピーマン/しめじ/ホールト

マト缶詰/コンソメ/ケチャップ/片栗粉　　マカロニ/ツナ/にんじん/きゅうり/ブロッコリー/マヨネーズ/食塩/こしょう

03水
初期

つぶし粥  にんじんペースト  麩ペースト  たまねぎスープ 胚芽米　　にんじん　　切り麩　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  たらの野菜煮  スープ 胚芽米　　たら/にんじん/葉ねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  豚肉の野菜煮  スープ 胚芽米　　豚肉/もやし/にんじん/葉ねぎ/しょうゆ/上白糖　　たまねぎ/にら/塩/しょうゆ

お好み焼き

完了期
軟飯  豚肉のカレー煮  ナムル  中華スープ 胚芽米　　豚肉/なたね油/たまねぎ/エリンギィ/葉ねぎ/コーン缶/しょうゆ/上白糖/塩/コンソメ/カレールウ（小麦）　　切り干しだいこん/トウミョウ/にんじ

ん/もやし/しょうゆ/ごま油/塩/白ごま　　にんじん/えのきたけ/にら/たまねぎ/中華だし/塩/しょうゆ

普通食
ご飯  豚肉のカレー煮  ナムル  中華スープ 胚芽米　　豚肉/なたね油/たまねぎ/エリンギィ/葉ねぎ/コーン缶/しょうゆ/上白糖/塩/コンソメ/カレールウ（小麦）　　切り干しだいこん/トウミョウ/にんじ

ん/もやし/しょうゆ/ごま油/塩/白ごま　　にんじん/えのきたけ/にら/たまねぎ/中華だし/塩/しょうゆ

04木
初期

つぶし粥  お麩のペースト  にんじんペースト  こまつな
スープ

胚芽米　　切り麩　　にんじん　　こまつな/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  鶏肉の和風煮  こまつなのすまし汁 胚芽米　　鶏もも肉/たまねぎ/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉  　こまつな/切り麩/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鶏肉のケチャップ煮  こまつなの味噌汁 胚芽米　　鶏もも肉/たまねぎ/にんじん/ケチャップ/片栗粉　　こまつな/切り麩/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

バナナ

完了期
軟飯  鶏肉のピカタ  千草和え  お味噌汁 胚芽米　　鶏もも肉/小麦粉/卵/塩/こしょう/ケチャップ　　にんじん/こまつな/油揚げ/しめじ/しょうゆ/上白糖/本みりん　　さといも/ごぼう/つるむらさき/

たまねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用） ハイハイン

普通食
ご飯  鶏肉のピカタ  千草和え  お味噌汁 胚芽米　　鶏もも肉/小麦粉/卵/塩/こしょう/ケチャップ　　にんじん/こまつな/油揚げ/しめじ/しょうゆ/上白糖/本みりん　　さといも/ごぼう/つるむらさき/

たまねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

05金
初期

つぶし粥  にんじんペースト  たまねぎペースト  お麩の
スープ

胚芽米　　にんじん　　たまねぎ　　切り麩/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
肉うどん  野菜あんかけ　バナナ ゆでうどん/鶏ささみ/にんじん/たまねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　にんじん/たまねぎ/わかめ（乾）/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉

バナナ

後期
肉うどん  野菜あんかけ　バナナ ゆでうどん/牛肉/にんじん/たまねぎ/葉ねぎ/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）　　にんじん/たまねぎ/わかめ（乾）/しょうゆ/だしかつお/こん

ぶ（だし用）/片栗粉　　バナナ チーズおかかおにぎり

完了期
カレーうどん  なすの中華漬け ゆでうどん/牛肉/油揚げ/にんじん/葉ねぎ/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/カレールウ（小麦）/しょうゆ/本みりん/片栗粉　　なす/なたね油/鶏

ささ身/にんじん/にら/しょうゆ/酢/しょうが/上白糖/ごま油

普通食
カレーうどん  なすの中華漬け ゆでうどん/牛肉/油揚げ/にんじん/葉ねぎ/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/カレールウ（小麦）/しょうゆ/本みりん/片栗粉　　なす/なたね油/鶏

ささ身/にんじん/にら/しょうゆ/酢/しょうが/上白糖/ごま油

06土
初期

つぶし粥  にんじんペースト  たまねぎペースト  だしスー
プ

胚芽米　　にんじん　　たまねぎ　　だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 おじや  オレンジ 胚芽米/きゅうり/わかめ（乾）/にんじん/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）  オレンジ

後期 ラーメン  オレンジ ゆで中華めん/きゅうり/わかめ（乾）/にんじん/たまねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用） 　　オレンジ

完了期 冷やし中華  オレンジ ゆで中華めん/ハム（卵不使用）/きゅうり/わかめ（乾）/コーン缶/だしかつお/こんぶ（だし用）/しょうゆ/酢/上白糖/みりん/ごま油　　オレンジ

普通食 冷やし中華  オレンジ ゆで中華めん/ハム（卵不使用）/きゅうり/わかめ（乾）/コーン缶/だしかつお/こんぶ（だし用）/しょうゆ/酢/上白糖/みりん/ごま油　　オレンジ

（黒糖食パン（小麦・脱脂粉乳）・マーガ
リン・グラニュー糖）

※おやつに使用するホットケーキミックスの原材料：小麦粉、上白糖、植物油脂、小麦でん粉、食塩、水飴、Ｂ.Ｐ、乳化剤（大豆由来）、カゼインＮａ（乳由来）、香料、着色料

※おやつに使用するハイハインの原材料：うるち胚芽米、でん粉、上白糖、食塩、植物性乳酸菌（殺菌）、具カルシウム、（原材料の一部に大豆含む）

（小麦粉・ながいも・卵・豚ひき肉・キャ
ベツ・にんじん・ベーキングパウダー・
お好みソース・あおのり・糸かつお・食

塩）

（胚芽米・チーズ・しょうゆ・糸かつ
お・食塩・こんぶ(だし用））

　

離乳食献立表



※金曜日の朝までに食べていない食べられない食材にチェックをして頂き、１枚に名前を書いて持ってきてください。
２週間の献立をのせています。裏も見てください。おやつは、完了期からとなります。

※給食で使用しているだしかつおは、かつおといわし、さばの混合のものです。中期に使用する調味料は、味噌汁に関しては上澄み程度、しょうゆなどに関して
は１滴程度の、味に変化を持たせる為の使用です。

No3

献立名 材料名 おやつ

08月
初期

つぶし粥  豆腐ペースト  にんじんペースト  たまねぎスー
プ

胚芽米　　絹ごし豆腐　　にんじん　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鮭とにんじんの煮物  豆腐のすまし汁 胚芽米　　鮭/にんじん/きゅうり/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/絹ごし豆腐/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鮭とにんじんの煮物  豆腐のすまし汁 胚芽米　　鮭/にんじん/きゅうり/もやし/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/絹ごし豆腐/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし

用） りんごゼリー

完了期
軟飯  鮭の塩焼き  カムカムサラダ  すまし汁 胚芽米　　鮭/塩　　切り干しだいこん/にんじん/きゅうり/もやし/しょうゆ/上白糖/塩/ごま油　　オクラ/しいたけ/たまねぎ/絹ごし豆腐/しょうゆ/だしかつ

お/こんぶ（だし用）/塩 （りんご天然果汁・アガー・上白糖）

普通食
ご飯  鮭の塩焼き  カムカムサラダ  すまし汁 胚芽米　　鮭/塩　　切り干しだいこん/にんじん/きゅうり/もやし/しょうゆ/上白糖/塩/ごま油　　オクラ/しいたけ/たまねぎ/絹ごし豆腐/しょうゆ/だしかつ

お/こんぶ（だし用）/塩

09火
初期

つぶし粥  ほうれんそうペースト  じゃがいもマッシュ  に
んじんスープ

胚芽米　　ほうれんそう　　じゃがいも　　にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鶏肉の彩り煮  すまし汁 胚芽米　　鶏もも肉/ほうれんそう/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/じゃがいも/葉ねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期 お粥  鶏肉の彩り煮  お味噌汁 胚芽米　　鶏もも肉/ほうれんそう/にんじん/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/じゃがいも/葉ねぎ/味噌/だしかつお/こ
んぶ（だし用）

バナナ蒸しパン

完了期
親子丼(軟飯）  モロヘイヤのおひたし  お味噌汁 胚芽米/鶏もも肉/たまねぎ/にんじん/凍り豆腐/しいたけ/みつば/卵/片栗粉/だしかつお/こんぶ（だし用）/しょうゆ/みりん/上白糖　　モロヘイヤ/ほう

れんそう/もやし/にんじん/しょうゆ/花かつお　　なす/たまねぎ/じゃがいも/葉ねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

普通食
親子丼  モロヘイヤのおひたし  お味噌汁 胚芽米/鶏もも肉/たまねぎ/にんじん/凍り豆腐/しいたけ/みつば/卵/片栗粉/だしかつお/こんぶ（だし用）/しょうゆ/みりん/上白糖　　モロヘイヤ/ほう

れんそう/もやし/にんじん/しょうゆ/花かつお　　なす/たまねぎ/じゃがいも/葉ねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

10水
初期

つぶし粥  お麩のペースト  にんじんペースト  たまねぎ
スープ

胚芽米　　切り麩　　にんじん　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  にんじんのそぼろ煮  コンソメスープ 胚芽米　　にんじん/鶏ささみ/きゅうり/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　切り麩/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  にんじんのそぼろ煮  コンソメスープ 胚芽米　　にんじん/豚ひき肉/きゅうり/ケチャップ/片栗粉　　切り麩/たまねぎ/コンソメ/塩

メロン

完了期
軟飯  ハンバーグ（デミグラスソース）  ハムときゅうりの春
雨サラダ  コンソメスープ

胚芽米　　牛ひき肉/豚ひき肉/たまねぎ/しいたけ/パン粉/小麦粉/片栗粉/塩/ナツメグ/しょうゆ/デミグラスソース/ケチャップ/上白糖/片栗粉　　ハム
（卵）/きゅうり/はるさめ/にんじん/コーン缶/上白糖/酢/しょうゆ　　ズッキーニ/レタス/にんじん/しめじ/コンソメ/塩 あんぱんまんせんべい

普通食
ご飯  ハンバーグ（デミグラスソース）  ハムときゅうりの春
雨サラダ  コンソメスープ

胚芽米　　牛ひき肉/豚ひき肉/たまねぎ/しいたけ/パン粉/小麦粉/片栗粉/塩/ナツメグ/しょうゆ/デミグラスソース/ケチャップ/上白糖/片栗粉　　ハム
（卵）/きゅうり/はるさめ/にんじん/コーン缶/上白糖/酢/しょうゆ　　ズッキーニ/レタス/にんじん/しめじ/コンソメ/塩

11木
初期

つぶし粥  じゃがいもマッシュ  にんじんペースト  チンゲ
ンサイスープ

胚芽米　　じゃがいも　　にんじん　　チンゲンサイ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  肉じゃが  チンゲンサイスープ 胚芽米　　鶏ささみ/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　チンゲンサイ/もやし/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  肉じゃが  チンゲンサイスープ 胚芽米　　牛肉/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/いんげんまめ/上白糖/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　チンゲンサイ/もやし/しょうゆ/だ

しかつお/こんぶ（だし用） スコーン

完了期
しんしょうがご飯（軟飯）  肉じゃが  チンゲンサイのツナマ
ヨ和え

胚芽米/しょうが/こんぶ（だし用）/塩/しょうゆ/酒　　牛肉/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/糸こんにゃく/いんげんまめ/上白糖/本みりん/しょうゆ/だしか
つお/こんぶ（だし用）　　チンゲンサイ/もやし/ツナ/マヨネーズ/塩/こしょう

普通食
しんしょうがご飯  肉じゃが  チンゲンサイのツナマヨ和え 胚芽米/しょうが/こんぶ（だし用）/塩/しょうゆ/酒　　牛肉/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/糸こんにゃく/いんげんまめ/上白糖/本みりん/しょうゆ/だしか

つお/こんぶ（だし用）　　チンゲンサイ/もやし/ツナ/マヨネーズ/塩/こしょう

12金
初期

つぶし粥  にんじんペースト  たまねぎペースト  お麩の
ペースト

胚芽米　　にんじん　　たまねぎ　　切り麩/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  たらの和風あんかけ  たまねぎスープ 胚芽米　　たら/にんじん/赤ピーマン/黄ピーマン/ピーマン/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/もやし/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  たらの和風あんかけ  たまねぎスープ 胚芽米　　たら/にんじん/赤ピーマン/黄ピーマン/ピーマン/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/もやし/しょうゆ/だしかつ

お/こんぶ（だし用） フルーツヨーグルト

完了期
軟飯  たらの南蛮漬け  添え野菜（ミニトマト）  中華スー
プ

胚芽米　　たら/片栗粉/なたね油/しょうゆ/上白糖/酢/だしかつお/こんぶ（だし用）/たまねぎ/にんじん/ピーマン/赤ピーマン/黄ピーマン　　ミニトマト
もやし/にら/コーン缶/まいたけ/中華だし/塩/しょうゆ

普通食
ご飯  たらの南蛮漬け  添え野菜（ミニトマト）  中華スープ 胚芽米　　たら/片栗粉/なたね油/しょうゆ/上白糖/酢/だしかつお/こんぶ（だし用）/たまねぎ/にんじん/ピーマン/赤ピーマン/黄ピーマン　　ミニトマト

もやし/にら/コーン缶/まいたけ/中華だし/塩/しょうゆ

13土
初期

つぶし粥  にんじんペースト  たまねぎペースト  だしスー
プ

胚芽米　　にんじん　　たまねぎ　　だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 おじや  デラウェア 胚芽米/こまつな/たまねぎ/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）　　ぶどう

後期 おじや  デラウェア 胚芽米/こまつな/たまねぎ/にんじん/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　ぶどう

完了期 青菜のスパゲティー  デラウェア スパゲティー/こまつな/ウインナー/コーン缶/たまねぎ/にんじん/ケチャップ/塩/こしょう　　ぶどう

普通食 青菜のスパゲティー  デラウェア スパゲティー/こまつな/ウインナー/コーン缶/たまねぎ/にんじん/ケチャップ/塩/こしょう　　ぶどう

(ヨーグルト(脱脂粉乳・フロッピー
カルチャー・上白糖）・バナナ・パ

イン缶・みかん缶・もも缶）

（小麦粉・牛乳・上白糖・バナナ・
ベーキングパウダー）

(ホットケーキ粉・生クリーム・牛乳・
ブルーベリージャム）

　

離乳食献立表

※おやつに使用するあんぱんまんせんべいの原材料…米、上白糖、食塩、フラクトオリゴ糖、加工でん粉



※金曜日の朝までに食べていない食べられない食材にチェックをして頂き、１枚に名前を書いて持ってきてください。
２週間の献立をのせています。裏も見てください。おやつは、完了期からとなります。

※給食で使用しているだしかつおは、かつおといわし、さばの混合のものです。中期に使用する調味料は、味噌汁に関しては上澄み程度、しょうゆなどに関して
は１滴程度の、味に変化を持たせる為の使用です。

No4

献立名 材料名 おやつ

15月 初期 つぶし粥  たまねぎペースト  麩ペースト  にんじんスープ 胚芽米　　たまねぎ　　切り麩　　にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  ささみとレタスの煮物  にんじんスープ  胚芽米　　鶏ささみ/たまねぎ/トマト/レタス/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期 おじや  バナナ  にんじんスープ  胚芽米/豚ひき肉/たまねぎ/トマト/レタス/上白糖/しょうゆ/塩　　バナナ　　わかめ（乾）/にんじん/コンソメ/塩 りんごゼリー

完了期
タコライス（軟飯）  バナナ  コンソメスープ  胚芽米/コーン缶/塩/バター/豚ひき肉/たまねぎ/にんにく/しょうが/ウスターソース（大豆・りんご含む）/ケチャップ/カレー粉/塩/トマト/チーズ/レタス

バナナ　　えのきたけ/わかめ（乾）/にんじん/たまねぎ/コンソメ/塩 （りんご天然果汁・アガー・上白糖）

普通食
タコライス 　バナナ  コンソメスープ  胚芽米/コーン缶/塩/バター/豚ひき肉/たまねぎ/にんにく/しょうが/ウスターソース（大豆・りんご含む）/ケチャップ/カレー粉/塩/トマト/チーズ/レタス

バナナ　　えのきたけ/わかめ（乾）/にんじん/たまねぎ/コンソメ/塩

16火 初期
つぶし粥  じゃがいもペースト  ブロッコリーペースト  こまつなスープ 胚芽米　　じゃがいも　　ブロッコリー　　こまつな/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  たらのポテト煮  こまつなスープ 胚芽米　　たら/たまねぎ/じゃがいも/ブロッコリー/だしかつお/こんぶ（だし用）　　こまつな/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期 お粥  たらのポテト煮  こまつなスープ 胚芽米　　たら/たまねぎ/じゃがいも/ブロッコリー/しょうゆ/上白糖　　こまつな/にんじん/しょうゆ/塩 ゆでとうもろこし

完了期
軟飯  夏野菜のオムレツ  ごぼうサラダ  中華スープ  胚芽米　　卵/こしょう/たまねぎ/じゃがいも/ベーコン（卵不使用）/赤ピーマン/ズッキーニ/なたね油/ケチャップ　　ごぼう/にんじん/きゅうり/もやし/ブ

ロッコリー/コーン缶/しょうゆ/上白糖　　こまつな/しいたけ/たまねぎ/にんじん/しょうゆ/中華だし/塩 あんぱんまんせんべい

普通食
ご飯  夏野菜のオムレツ  ごぼうサラダ  中華スープ  胚芽米　　卵/こしょう/たまねぎ/じゃがいも/ベーコン（卵不使用）/赤ピーマン/ズッキーニ/なたね油/ケチャップ　　ごぼう/にんじん/きゅうり/もやし/ブ

ロッコリー/コーン缶/しょうゆ/上白糖　　こまつな/しいたけ/たまねぎ/にんじん/しょうゆ/中華だし/塩

17水 初期 つぶし粥  だいこんペースト  豆腐ペースト  キャベツスープ 胚芽米　　だいこん　　木綿豆腐　　キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  かれいと大根の煮物  すまし汁 胚芽米　　かれい/にんじん/だいこん/木綿豆腐/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/葉ねぎ/キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期 お粥  かれいと大根の煮物  すまし汁 胚芽米　　かれい/にんじん/だいこん/木綿豆腐/しょうゆ/上白糖/塩　　たまねぎ/葉ねぎ/キャベツ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩 パイナップル

完了期
軟飯  あじの竜田揚げ  サラダ  すまし汁  胚芽米　　あじ/片栗粉/酒/なたね油　　にんじん/だいこん/トマト/きゅうり/酢/上白糖/塩/こしょう　　たまねぎ/葉ねぎ/キャベツ/木綿豆腐/しょうゆ/だし

かつお/こんぶ（だし用）/塩 ハイハイン

普通食
ご飯  あじの竜田揚げ  サラダ  すまし汁  胚芽米　　あじ/片栗粉/酒/なたね油　　にんじん/だいこん/トマト/きゅうり/酢/上白糖/塩/こしょう　　たまねぎ/葉ねぎ/キャベツ/木綿豆腐/しょうゆ/だし

かつお/こんぶ（だし用）/塩

18木 初期
つぶし粥  キャベツペースト  にんじんペースト  ほうれんそうスープ 胚芽米　　キャベツ　　にんじん　　ほうれんそう（生）/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鶏のおろし煮  すまし汁  胚芽米　　鶏もも肉/キャベツ/にんじん/だいこん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　なす/ほうれんそう（生）/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鶏のおろし煮  お味噌汁  胚芽米　　鶏もも肉/キャベツ/にんじん/だいこん/しょうゆ/上白糖　　なす/ほうれんそう/たまねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

レモンケーキ

完了期
軟飯  鶏のおろしポン酢かけ  アスパラとキャベツのごま和え  お味噌汁 胚芽米　　鶏もも肉/しょうゆ/酒/しょうが/塩/こしょう/しょうゆ/だいこん/ポン酢/上白糖/キャベツ/グリーンアスパラガス/にんじん/しょうゆ/上白糖/白ご

ま　　なす/ほうれんそう/たまねぎ/にんじん/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

普通食
ご飯  鶏のおろしポン酢かけ  アスパラとキャベツのごま和え  お味噌汁  胚芽米　　鶏もも肉/しょうゆ/酒/しょうが/塩/こしょう/しょうゆ/だいこん/ポン酢/上白糖/キャベツ/グリーンアスパラガス/にんじん/しょうゆ/上白糖/白ご

ま　　なす/ほうれんそう/たまねぎ/にんじん/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

19金 初期 つぶし粥  にんじんペースト  たまねぎペースト  トマトスープ 胚芽米　　にんじん　　たまねぎ　　トマト/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鮭の野菜煮  レタススープ  胚芽米　　鮭/にんじん/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　レタス/トマト/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期 お粥  牛肉のケチャップ煮  レタススープ  胚芽米　　牛肉/にんじん/たまねぎ/ケチャップ/コンソメ　　レタス/トマト/もやし/塩/しょうゆ お麩のラスク（きなこ）

完了期
ハヤシライス（軟飯）  シーザーサラダ  胚芽米/牛肉/にんじん/たまねぎ/グリンピース/しめじ/ハヤシルウ/バター/ケチャップ　　レタス/きゅうり/ベーコン（卵不使用）/トマト/もやし/酢/上白糖

/塩/オリーブオリル/クルトン（小麦）/こしょう/粉チーズ （切り麩・きな粉・上白糖・バター）

普通食
ハヤシライス  シーザーサラダ  胚芽米/牛肉/にんじん/たまねぎ/グリンピース/しめじ/ハヤシルウ/バター/ケチャップ　　レタス/きゅうり/ベーコン（卵不使用）/トマト/もやし/酢/上白糖

/塩/オリーブオリル/クルトン（小麦)/こしょう/粉チーズ

20土 初期 つぶし粥  にんじんペースト  たまねぎペースト  キャベツスープ 胚芽米　　にんじん　　たまねぎ　　キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 おじや  バナナ  胚芽米/切り麩/にんじん/たまねぎ/キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　バナナ

後期 おじや  バナナ  胚芽米/豚肉/にんじん/たまねぎ/キャベツ/しょうゆ/塩/だしかつお/こんぶ（だし用）　　バナナ

完了期
焼きそば  バナナ  ゆで中華めん/豚肉/にんじん/たまねぎ/もやし/キャベツ/塩/こしょう/焼きそばソース（小麦・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんご含む）/ウスターソース（大豆・り

んご含む）/あおのり/なたね油　　バナナ

普通食
焼きそば  バナナ  ゆで中華めん/豚肉/にんじん/たまねぎ/もやし/キャベツ/塩/こしょう/焼きそばソース（小麦・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんご含む）/ウスターソース（大豆・り

んご含む）/あおのり/なたね油　　バナナ

離乳食献立表

　

（小麦粉・牛乳・上白糖・レモン
果汁・ベーキングパウダー）

※おやつに使用するあんぱんまんせんべいの原材料…米、上白糖、食塩、フラクトオリゴ糖、加工でん粉

※おやつに使用するハイハインの原材料：うるち胚芽米、でん粉、上白糖、食塩、植物性乳酸菌（殺菌）、具カルシウム、（原材料の一部に大豆含む）

※おやつに使用するホットケーキミックスの原材料：小麦粉、上白糖、植物油脂、小麦でん粉、食塩、水飴、Ｂ.Ｐ、乳化剤（大豆由来）、カゼインＮａ（乳由来）、香料、着色料



※金曜日の朝までに食べていない食べられない食材にチェックをして頂き、１枚に名前を書いて持ってきてください。
２週間の献立をのせています。裏も見てください。おやつは、完了期からとなります。

※給食で使用しているだしかつおは、かつおといわし、さばの混合のものです。中期に使用する調味料は、味噌汁に関しては上澄み程度、しょうゆなどに関して
は１滴程度の、味に変化を持たせる為の使用です。

No5

献立名 材料名 おやつ

22月 初期 つぶし粥  にんじんペースト  豆腐ペースト  キャベツスープ 胚芽米　　にんじん　　絹ごし豆腐　　キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  たらの和風煮  豆腐のすまし汁 胚芽米　　たら/キャベツ/にんじん/きゅうり/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　絹ごし豆腐/たまねぎ/こんぶ（だし用）/だしかつお

後期
お粥  たらの味噌煮  豆腐の味噌汁 胚芽米　　たら/キャベツ/にんじん/きゅうり/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　絹ごし豆腐/たまねぎ/しょうゆ/味噌/こんぶ（だし用）/だしかつ

お 揚げパン

完了期
軟飯  鯖の味噌煮  昆布和え  豆腐と卵のすまし汁  胚芽米　　さば/しょうが/上白糖/しょうゆ/みりん/味噌　　きゅうり/キャベツ/にんじん/塩こんぶ　　絹ごし豆腐/たまねぎ/にら/卵/片栗粉/しょうゆ/塩/こ

んぶ（だし用）/だしかつお

普通食
ご飯  鯖の味噌煮  昆布和え  豆腐と卵のすまし汁  胚芽米　　さば/しょうが/上白糖/しょうゆ/みりん/味噌　　きゅうり/キャベツ/にんじん/塩こんぶ　　絹ごし豆腐/たまねぎ/にら/卵/片栗粉/しょうゆ/塩/こ

んぶ（だし用）/だしかつお

23火 初期
つぶし粥  ブロッコリーペースト  たまねぎペースト  にんじんスープ 胚芽米　　ブロッコリー　　たまねぎ　　にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鶏肉の彩り煮  キャベツスープ  胚芽米　　鶏もも肉/ブロッコリー/にんじん/わかめ（乾）/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　キャベツ/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鶏肉の彩り煮  キャベツスープ  胚芽米　　鶏もも肉/ブロッコリー/にんじん/わかめ（乾）/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　キャベツ/たまねぎ/コンソメ/塩

ココアホットケーキ

完了期
軟飯  チキン南蛮  トマトとブロッコリーのサラダ  きのこスープ    胚芽米　　鶏もも肉/酒/しょうゆ/片栗粉/小麦粉/油/塩/しょうゆ/酢/上白糖/マヨネーズ　　トマト/ブロッコリー/コーン缶/キャベツ/酢/上白糖/オリーブ

オリル　　えのきたけ/しめじ/にんじん/たまねぎ/わかめ（乾）/コンソメ/塩 （ホットケーキミックス・牛乳・ココア・上白糖）

普通食
ご飯  チキン南蛮  トマトとブロッコリーのサラダ  きのこスープ    胚芽米　　鶏もも肉/酒/しょうゆ/片栗粉/小麦粉/油/塩/しょうゆ/酢/上白糖/マヨネーズ　　トマト/ブロッコリー/コーン缶/キャベツ/酢/上白糖/オリーブ

オリル　　えのきたけ/しめじ/にんじん/たまねぎ/わかめ（乾）/コンソメ/塩

24水 初期 つぶし粥  にんじんペースト  お麩のペースト  だいこんスープ 胚芽米　　にんじん　　切り麩　　だいこん/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鶏肉と根菜の煮物  すまし汁 胚芽米　　鶏もも肉/にんじん/だいこん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　切り麩/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鶏肉と根菜の煮物  すまし汁 胚芽米　　鶏もも肉/にんじん/だいこん/いんげんまめ/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　切り麩/にら/しょうゆ/だしかつお/こんぶ

（だし用） マカロニきなこ

完了期
ゆかりごはん（軟飯）  筑前煮  もやしとにらのごま酢和え    胚芽米/ゆかり　　鶏もも肉/ごぼう/にんじん/だいこん/れんこん/たけのこ（水煮缶）/さといも/板こんにゃく/干ししいたけ/いんげんまめ/しょうゆ/上白糖

/みりん/酒/だしかつお/こんぶ（だし用）　　大豆もやし/にんじん/にら/酢/しょうゆ（うすくち）/上白糖/ごまペースト/すりごま （マカロニ・きな粉・上白糖）

普通食
ゆかりごはん　　 筑前煮  もやしとにらのごま酢和え    胚芽米/ゆかり　　鶏もも肉/ごぼう/にんじん/だいこん/れんこん/たけのこ（水煮缶）/さといも/板こんにゃく/干ししいたけ/いんげんまめ/しょうゆ/上白糖

/みりん/酒/だしかつお/こんぶ（だし用）　　大豆もやし/にんじん/にら/酢/しょうゆ（うすくち）/上白糖/ごまペースト/すりごま

25木 初期 つぶし粥  にんじんペースト  たまねぎペースト  キャベツスープ 胚芽米　　にんじん　　たまねぎ　　キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 おじや  バナナ  すまし汁 胚芽米/鶏ささみ/にんじん/たまねぎ/キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　バナナ　　もやし/わかめ（乾）/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期 おじや  バナナ  お味噌汁 胚芽米/豚肉/にんじん/たまねぎ/キャベツ/にら/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　バナナ　　もやし/わかめ（乾）/味噌/だしかつお/こんぶ（だし
用）

バナナ

完了期
味噌ラーメン  蒸し鶏ときゅうりの和え物    ゆで中華めん/豚肉/にんじん/たまねぎ/キャベツ/わかめ（乾）/にら/塩/こしょう/しょうゆ/中華だし/味噌　　きゅうり/もやし/鶏ささみ/酢/上白糖/しょう

ゆ/糸かつお/白ごま ハイハイン

普通食
味噌ラーメン  蒸し鶏ときゅうりの和え物    ゆで中華めん/豚肉/にんじん/たまねぎ/キャベツ/わかめ（乾）/にら/塩/こしょう/しょうゆ/中華だし/味噌　　きゅうり/もやし/鶏ささみ/酢/上白糖/しょう

ゆ/糸かつお/白ごま

26金 初期 つぶし粥  豆腐ペースト  たまねぎペースト  にんじんスープ  胚芽米　　木綿豆腐　　たまねぎ　　にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  カレイと豆腐の煮物  わかめスープ  胚芽米　　木綿豆腐/かれい/たまねぎ/にんじん/ねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　わかめ（乾）/もやし/キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし
用）

後期
お粥  ひき肉と豆腐の煮物  わかめスープ    胚芽米　　木綿豆腐/豚ひき肉/たまねぎ/にんじん/ねぎ/いんげん/しょうゆ/味噌/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　わかめ（乾）/もやし/

キャベツ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用） ゆかりおにぎり

完了期
マーボーなす丼（軟飯）  ツナわかめサラダ  中華スープ  胚芽米/木綿豆腐/豚ひき肉/たまねぎ/しめじ/にんじん/ねぎ/いんげん/なす/ごま油/しょうゆ/味噌/上白糖/片栗粉/中華だしの素　　ツナ/にんじん/

キャベツ/わかめ（乾）/上白糖/しょうゆ/酢/塩　　ズッキーニ/まいたけ/もやし/コーン缶/中華だし/塩/しょうゆ （胚芽米・ゆかり）

普通食
マーボーなす丼  ツナわかめサラダ  中華スープ  胚芽米/木綿豆腐/豚ひき肉/たまねぎ/しめじ/にんじん/ねぎ/いんげん/なす/ごま油/しょうゆ/味噌/上白糖/片栗粉/中華だしの素　　ツナ/にんじん/

キャベツ/わかめ（乾）/上白糖/しょうゆ/酢/塩　　ズッキーニ/まいたけ/もやし/コーン缶/中華だし/塩/しょうゆ

27土 初期 つぶし粥  にんじんペースト  たまねぎペースト  だしスープ 胚芽米　　にんじん　　たまねぎ　　こんぶ（だし用）/だしかつお

中期 わかめうどん  オレンジ ゆでうどん/わかめ（乾）/たまねぎ/にんじん/こんぶ（だし用）/だしかつお　　オレンジ

後期 わかめうどん  オレンジ ゆでうどん/わかめ（乾）/たまねぎ/にんじん/しょうゆ/上白糖/こんぶ（だし用）/だしかつお　　オレンジ

完了期 冷やしうどん  オレンジ  ゆでうどん/油揚げ/しょうゆ/上白糖/本みりん/オクラ/上白糖/しょうゆ/本みりん/こんぶ（だし用）/だしかつお/きざみのり/天かす　　オレンジ

普通食 冷やしうどん  オレンジ  ゆでうどん/油揚げ/しょうゆ/上白糖/本みりん/オクラ/上白糖/しょうゆ/本みりん/こんぶ（だし用）/だしかつお/きざみのり/天かす　　オレンジ

離乳食献立表

※おやつに使用するあんぱんまんせんべいの原材料…米、上白糖、食塩、フラクトオリゴ糖、加工でん粉

　

※おやつに使用するホットケーキミックスの原材料：小麦粉、上白糖、植物油脂、小麦でん粉、食塩、水飴、Ｂ.Ｐ、乳化剤（大豆由来）、カゼインＮａ（乳由来）、香料、着色料

（コッペパン（小麦・マーガリン・牛
乳）・なたね油・グラニュー糖）

※おやつに使用するハイハインの原材料：うるち胚芽米、でん粉、上白糖、食塩、植物性乳酸菌（殺菌）、具カルシウム、（原材料の一部に大豆含む）



※金曜日の朝までに食べていない食べられない食材にチェックをして頂き、１枚に名前を書いて持ってきてください。
２週間の献立をのせています。裏も見てください。おやつは、完了期からとなります。

※給食で使用しているだしかつおは、かつおといわし、さばの混合のものです。中期に使用する調味料は、味噌汁に関しては上澄み程度、しょうゆなどに関して
は１滴程度の、味に変化を持たせる為の使用です。

No5

献立名 材料名 おやつ

29月
初期

つぶし粥  だいこんペースト  ブロッコリーペースト  たまねぎスープ  胚芽米　　だいこん　　ブロッコリー　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  さわらの大根煮  そうめん汁  胚芽米　　さわら/だいこん/にんじん/ブロッコリー（冷凍）/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　干しそうめん/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  さわらの大根煮  そうめん汁  胚芽米　　さわら/だいこん/にんじん/ブロッコリー（冷凍）/上白糖/しょうゆ　　干しそうめん/たまねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩

オレンジゼリー

完了期
軟飯  さわらのレモン風味焼き  大根サラダ  そうめん汁  胚芽米　　さわら/塩/レモン果汁/パセリ粉　　だいこん/にんじん/ブロッコリー（冷凍）/トウミョウ/上白糖/しょうゆ/糸かつお/塩　　干しそうめん/たまねぎ/

しいたけ/オクラ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩 （オレンジ天然果汁・アガー・上白糖）

普通食
ご飯  さわらのレモン風味焼き  大根サラダ  そうめん汁  胚芽米　　さわら/塩/レモン果汁/パセリ粉　　だいこん/にんじん/ブロッコリー（冷凍）/トウミョウ/上白糖/しょうゆ/糸かつお/塩　　干しそうめん/たまねぎ/

しいたけ/オクラ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩

30火
初期

つぶし粥  にんじんペースト  豆腐ペースト  チンゲンサイスープ  胚芽米　　にんじん　　絹ごし豆腐　　チンゲンサイ/だしかつお/こんぶ（だし用）/

中期 お粥  鶏肉のトマトの野菜煮  チンゲンサイのスープ  胚芽米　　鶏もも肉/ねぎ/たまねぎ/にんじん/トマト/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　チンゲンサイ/絹ごし豆腐/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期 お粥  鶏肉のトマトの野菜煮  チンゲンサイのスープ  胚芽米　　鶏もも肉/ねぎ/たまねぎ/にんじん/トマト/しょうゆ/塩/上白糖　　チンゲンサイ/絹ごし豆腐/食塩/しょうゆ 抹茶蒸しパン

完了期
チキンライス（軟飯）  アジアンサラダ  チンゲンサイのスープ  胚芽米/鶏ガラｽｰﾌﾟ/酒/鶏もも肉/しょうゆ/酒/塩/こしょう/たまねぎ/ねぎ/しょうが/にんにく/しょうゆ（うすくち）/上白糖/ごま油　　きゅうり/トマト/もやし/

はるさめ/しょうゆ/上白糖/ごま油　　チンゲンサイ/にんじん/絹ごし豆腐/中華だしの素/食塩/しょうゆ （ホットケーキミックス・牛乳・抹茶・上白糖）

普通食
チキンライス  アジアンサラダ  チンゲンサイのスープ  胚芽米/鶏ガラｽｰﾌﾟ/酒/鶏もも肉/しょうゆ/酒/塩/こしょう/たまねぎ/ねぎ/しょうが/にんにく/しょうゆ（うすくち）/上白糖/ごま油　　きゅうり/トマト/もやし/

はるさめ/しょうゆ/上白糖/ごま油　　チンゲンサイ/にんじん/絹ごし豆腐/中華だしの素/食塩/しょうゆ

01水
初期

つぶし粥  かぼちゃペースト  ブロッコリーペースト  たまねぎスープ  胚芽米　　かぼちゃ　　ブロッコリー　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  鶏とかぼちゃの煮物  すまし汁  胚芽米　　鶏もも肉/かぼちゃ/にんじん/ブロッコリー/だしかつお/こんぶ（だし用）　　たまねぎ/水菜/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鶏とかぼちゃの煮物  お味噌汁  胚芽米　　鶏もも肉/かぼちゃ/にんじん/ブロッコリー/しょうゆ/上白糖　　たまねぎ/水菜/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

パイナップル

完了期
軟飯  鶏の塩こうじ唐揚げ  かぼちゃのサラダ  お味噌汁  胚芽米　　鶏もも肉/しょうゆ/酒/片栗粉/小麦粉/なたね油/塩こうじ　　かぼちゃ/にんじん/ブロッコリー/コーン缶/マヨネーズ/食塩/こしょう　　たまねぎ/

ごぼう/ズッキーニ/水菜/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用） あんぱんまんせんべい

普通食
ご飯  鶏の塩こうじ唐揚げ  かぼちゃのサラダ  お味噌汁  胚芽米　　鶏もも肉/しょうゆ/酒/片栗粉/小麦粉/なたね油/塩こうじ　　かぼちゃ/にんじん/ブロッコリー/コーン缶/マヨネーズ/食塩/こしょう　　たまねぎ/

ごぼう/ズッキーニ/水菜/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

02木
初期

つぶし粥  にんじんペースト  たまねぎペースト  豆腐スープ 胚芽米　　にんじん　　たまねぎ　　絹ごし豆腐/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  鮭とレタスの煮物  すまし汁  胚芽米　　鮭/レタス/ミニトマト/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/絹ごし豆腐/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期 お粥  鮭とレタスの煮物  すまし汁  胚芽米　　鮭/レタス/もやし/ミニトマト/にんじん/上白糖/しょうゆ　　たまねぎ/絹ごし豆腐/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩 チーズケーキ

完了期
鮭ととうもろこしのごはん（軟飯）  冷しゃぶサラダ  すまし汁  胚芽米/とうもろこし/鮭/食塩/こんぶ（だし用）　　豚肉/酒/塩/レタス/もやし/きゅうり/ミニトマト/ごまペースト/上白糖/しょうゆ/酢　　たまねぎ/にんじん/

絹ごし豆腐/モロヘイヤ/しょうゆ（うすくち）/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩

普通食
鮭ととうもろこしのごはん  冷しゃぶサラダ  すまし汁  胚芽米/とうもろこし/鮭/食塩/こんぶ（だし用）　　豚肉/酒/塩/レタス/もやし/きゅうり/ミニトマト/ごまペースト/上白糖/しょうゆ/酢　　たまねぎ/にんじん/

絹ごし豆腐/モロヘイヤ/しょうゆ（うすくち）/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩

03金
初期

つぶし粥  キャベツペースト  たまねぎペースト  トマトスープ  胚芽米　　キャベツ　　たまねぎ　　トマト/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  ラタトゥユ  にんじんスープ  胚芽米　　鶏もも肉/キャベツ/なす/たまねぎ/トマト/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  ラタトゥユ  にんじんスープ  胚芽米　　ホールトマト缶詰/鶏もも肉/キャベツ/なす/たまねぎ/トマト/いんげんまめ（冷凍）/塩/コンソメ　　にんじん/しょうゆ

バナナ

完了期
ロールパン  ラタトゥユ  にんじんサラダ  ロールパン（小麦・マーガリン、牛乳）　　ホールトマト缶詰/鶏もも肉/ベーコン（卵不使用）/キャベツ/なす/たまねぎ/にんじん/トマト/ズッキーニ/赤ピー

マン/黄ピーマン/ピーマン/いんげんまめ（冷凍）/塩/オリーブオリル/にんにく/コンソメ　　にんじん/きゅうり/ツナ/コーン缶/しょうゆ/上白糖 ハイハイン

普通食
ロールパン  ラタトゥユ  にんじんサラダ  ロールパン（小麦・マーガリン、牛乳）　　ホールトマト缶詰/鶏もも肉/ベーコン（卵不使用）/キャベツ/なす/たまねぎ/にんじん/トマト/ズッキーニ/赤ピー

マン/黄ピーマン/ピーマン/いんげんまめ（冷凍）/塩/オリーブオリル/にんにく/コンソメ　　にんじん/きゅうり/ツナ/コーン缶/しょうゆ/上白糖

04土
初期

お粥  にんじんペースト  たまねぎペースト  だしスープ  胚芽米　　にんじん　　たまねぎ　　だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 おじや  巨峰  胚芽米/鶏ささみ/きゅうり/わかめ（乾）/だしかつお/こんぶ（だし用）　　ぶどう/

後期 おじや  巨峰  胚芽米/鶏ささみ/きゅうり/わかめ（乾）/だしかつお/こんぶ（だし用）/しょうゆ/上白糖　　ぶどう

完了期 冷やし中華  巨峰  ゆで中華めん/ハム（卵なし）/きゅうり/わかめ（乾）/コーン缶/だしかつお/こんぶ（だし用）/しょうゆ/酢/上白糖/みりん/ごま油　　ぶどう

普通食 冷やし中華  巨峰  ゆで中華めん/ハム（卵なし）/きゅうり/わかめ（乾）/コーン缶/だしかつお/こんぶ（だし用）/しょうゆ/酢/上白糖/みりん/ごま油　　ぶどう

※おやつに使用するあんぱんまんせんべいの原材料…米、上白糖、食塩、フラクトオリゴ糖、加工でん粉

※おやつに使用するハイハインの原材料：うるち胚芽米、でん粉、上白糖、食塩、植物性乳酸菌（殺菌）、具カルシウム、（原材料の一部に大豆含む）

※おやつに使用するホットケーキミックスの原材料：小麦粉、上白糖、植物油脂、小麦でん粉、食塩、水飴、Ｂ.Ｐ、乳化剤（大豆由来）、カゼインＮａ（乳由来）、香料、着色料

　

離乳食献立表

（ホットケーキミックス・上白糖・とろける
チーズ・卵・牛乳）


