
※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

31月 初期 つぶし粥  はくさいペースト  豆腐ペースト  たまねぎスープ 胚芽米　　はくさい　　絹ごし豆腐　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/

中期 お粥  鮭の白菜煮  すまし汁 胚芽米　　鮭/きゅうり/はくさい/わかめ（乾）/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　絹ごし豆腐/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/

後期
お粥  鮭の白菜煮  すまし汁 胚芽米　　鮭/きゅうり/はくさい/わかめ（乾）/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）　　絹ごし豆腐/たまねぎ/しょうゆ/塩（精製塩）/だし

かつお/こんぶ（だし用）/ キウイ

完了期
軟飯  鮭のオーロラ焼き  酢の物(かまぼこ）  豆腐と卵のかきたま汁  胚芽米　　鮭/塩（精製塩）/マヨネーズ/ケチャップ　　かまぼこ（卵不使用）/きゅうり/はくさい/わかめ（乾）/上白糖/酢/しょうゆ/塩（精製塩）

絹ごし豆腐/たまねぎ/にら/卵/片栗粉/しょうゆ/塩（精製塩）/こんぶ（だし用）/だしかつお/ あんぱんまんせんべい

普通食
ご飯  鮭のオーロラ焼き  酢の物(かまぼこ）  豆腐と卵のかきたま汁  胚芽米　　鮭/塩（精製塩）/マヨネーズ/ケチャップ　　かまぼこ（卵不使用）/きゅうり/はくさい/わかめ（乾）/上白糖/酢/しょうゆ/塩（精製塩）

絹ごし豆腐/たまねぎ/にら/卵/片栗粉/しょうゆ/塩（精製塩）/こんぶ（だし用）/だしかつお/

01火 初期 つぶし粥  たまねぎペースト  じゃがいもペースト  トマトスープ 胚芽米　　たまねぎ　　じゃがいも　　トマト/だしかつお/こんぶ（だし用）/

中期 お粥  かれいの野菜煮込み  にんじんスープ  胚芽米　　かれい/たまねぎ/じゃがいも/トマト/だしかつお/こんぶ（だし用）　　にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/

後期
お粥  牛肉の野菜煮込み  きゅうりのサラダ  胚芽米　　牛肉/たまねぎ/じゃがいも/トマト/塩（精製塩）/コンソメ　　にんじん/きゅうり/しょうゆ/上白糖/

お麩のラスク

完了期
★世界の料理（ハンガリー）
ロールパン  グヤーシュ  きゅうりのサラダ

ロールパン（小麦・マーガリン、牛乳）　　ホールトマト缶詰/牛肉/たまねぎ/にんじん/じゃがいも/トマト/セロリー/赤ピーマン/黄ピーマン/ピー
マン/塩（精製塩）/オリーブオリル/にんにく/コンソメ/　　にんじん/きゅうり/コーン缶/しょうゆ/酢/上白糖/ （切り麩・バター・上白糖）

普通食
★世界の料理（ハンガリー）
ロールパン  グヤーシュ  きゅうりのサラダ

ロールパン（小麦・マーガリン、牛乳）　　ホールトマト缶詰/牛肉/たまねぎ/にんじん/じゃがいも/トマト/セロリー/赤ピーマン/黄ピーマン/ピー
マン/塩（精製塩）/オリーブオリル/にんにく/コンソメ/　　にんじん/きゅうり/コーン缶/しょうゆ/酢/上白糖/

02水 初期 つぶし粥  にんじんペースト  かぼちゃペースト  たまねぎスープ 胚芽米　　にんじん　　かぼちゃ　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/

中期 お粥  さわらとなすの煮物  すまし汁  胚芽米　　さわら/なす/鶏ささ身/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　かぼちゃ/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/

後期
お粥  さわらとなすの煮物  お味噌汁  胚芽米　　さわら/なす/鶏ささ身/にんじん/しょうゆ/上白糖　　かぼちゃ/たまねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）/

レーズン蒸しパン

完了期
軟飯  さわらの塩麹焼き  なすの中華漬け  お味噌汁  胚芽米　　さわら/塩こうじ　　なす/なたね油/鶏ささ身/にんじん/あさつき/しょうゆ/酢/しょうが/上白糖/ごま油　かぼちゃ/たまねぎ/まいたけ/

つるむらさき/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）/

普通食
ご飯  さわらの塩麹焼き  なすの中華漬け  お味噌汁  胚芽米　　さわら/塩こうじ　　なす/なたね油/鶏ささ身/にんじん/あさつき/しょうゆ/酢/しょうが/上白糖/ごま油　かぼちゃ/たまねぎ/まいたけ/

つるむらさき/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）/

03木 初期 つぶし粥  にんじんペースト  豆腐ペースト  麩スープ 胚芽米　　にんじん　　絹ごし豆腐　　切り麩/ほうれんそう/だしかつお/

中期 お粥  たらのレタス煮  すまし汁  胚芽米　　たら/にんじん/レタス/絹ごし豆腐/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/切り麩/ほうれんそう/だしかつお/

後期
ひじきお粥  豚肉のレタス煮  すまし汁  胚芽米/ひじき　　豚肉/にんじん/レタス/もやし/絹ごし豆腐/しょうゆ/上白糖/塩（精製塩）　たまねぎ/切り麩/ほうれんそう/しょうゆ（うすくち）/

だしかつお/こんぶ（だし用）/塩（精製塩）/ シュガートースト

完了期

ひじきご飯（軟飯）  冷しゃぶサラダ  すまし汁  胚芽米/しょうゆ（うすくち）/こんぶ（だし用）/だいず水煮レトルト/ひじき/にんじん/干ししいたけ/油揚げ/つきこんにゃく/酒/みりん/しょうゆ/
上白糖/塩（精製塩）　　豚肉/酒/塩（精製塩）/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（うすくち）/酢　　たまねぎ/切り
麩/絹ごし豆腐/ほうれんそう/しょうゆ（うすくち）/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩（精製塩）/

普通食

ひじきご飯  冷しゃぶサラダ  すまし汁  胚芽米/しょうゆ（うすくち）/こんぶ（だし用）/だいず水煮レトルト/ひじき/にんじん/干ししいたけ/油揚げ/つきこんにゃく/酒/みりん/しょうゆ/
上白糖/塩（精製塩）　　豚肉/酒/塩（精製塩）/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（うすくち）/酢　　たまねぎ/切り
麩/絹ごし豆腐/ほうれんそう/しょうゆ（うすくち）/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩（精製塩）/

04金 初期 つぶし粥  はくさいペースト  キャベツペースト  豆腐スープ    胚芽米　　はくさい　　キャベツ　　木綿豆腐/だしかつお/こんぶ（だし用）/

中期 お粥  鶏肉と白菜の煮物  すまし汁  胚芽米　　鶏もも肉/はくさい/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　木綿豆腐/キャベツ/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/

後期
お粥  鶏肉と白菜の煮物  お味噌汁  胚芽米　　鶏もも肉/はくさい/にんじん/上白糖/しょうゆ　　木綿豆腐/キャベツ/たまねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）/

きなこおはぎ

完了期
軟飯  タンドリーチキン  白菜のチーズおかか和え  お味噌汁  胚芽米　　鶏もも肉/ヨーグルト(無糖)/カレー粉/しょうが/にんにく/上白糖/味噌　　はくさい/にんじん/チーズ/しょうゆ/糸かつお　　木綿豆腐

/キャベツ/しめじ/たまねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）/ （胚芽米・きな粉・上白糖）

普通食
ご飯  タンドリーチキン  白菜のチーズおかか和え  お味噌汁  胚芽米　　鶏もも肉/ヨーグルト(無糖)/カレー粉/しょうが/にんにく/上白糖/味噌　　はくさい/にんじん/チーズ/しょうゆ/糸かつお　　木綿豆腐

/キャベツ/しめじ/たまねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）/

05土 初期 つぶし粥  たまねぎペースト  にんじんペースト  だしスープ 胚芽米/たまねぎ/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/

中期 おじや  巨峰 胚芽米/たまねぎ/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/ぶどう/

後期 和風スパゲティー  巨峰    スパゲティー/たまねぎ/水菜/にんじん/しょうゆ/食塩/だしかつお/こんぶ（だし用）/ぶどう/

完了期 和風ウインナースパゲティー  巨峰    スパゲティー/ウインナー/えのきたけ/たまねぎ/水菜/にんじん/めんつゆ・ストレート/食塩/オリーブオリル/きざみのり/ぶどう/

普通食 和風ウインナースパゲティー  巨峰    スパゲティー/ウインナー/えのきたけ/たまねぎ/水菜/にんじん/めんつゆ・ストレート/食塩/オリーブオリル/きざみのり/ぶどう/

　

離乳食献立表

（食パン（小麦・脱脂粉乳）・マーガ
リン・上白糖）

※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

（ホットケーキミックス・牛乳・干しぶ
どう）



※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

07月 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 おじや  バナナ  スープ    胚芽米/切り麩/レタス/トマト/だしかつお/こんぶ（だし用）　　バナナ　　にんじん/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/

後期
おじや  バナナ  コンソメスープ    胚芽米/豚ひき肉/切り麩/レタス/トマト/しょうゆ/上白糖/塩（精製塩）　　バナナ　　にんじん/たまねぎ/コンソメ/塩（精製塩）/

蒸しパン

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（精製塩）/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（精

製塩）/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（精製塩）/ （ホットケーキミックス・牛乳）

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（精製塩）/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（精

製塩）/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（精製塩）/

08火 初期
つぶし粥  たまねぎペースト  にんじんペースト  キャベツスープ  胚芽米　　たまねぎ　　にんじん　キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）/

中期 お粥  かれいの煮物  キャベツスープ  胚芽米　　かれい/たまねぎ/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）/

後期 お粥  牛肉の味噌煮  キャベツスープ  胚芽米　　牛肉/たまねぎ/にんじん/コンソメ/味噌/塩（精製塩）/上白糖　　キャベツ/しょうゆ/塩（精製塩）/ ココアケーキ

完了期
軟飯  大豆と根菜のトマト煮  キャベツとハムのマヨサラダ  胚芽米　　だいず水煮レトルト/牛肉/たまねぎ/にんじん/れんこん/ごぼう/なたね油/コンソメ/ホールトマト缶詰/味噌/塩（精製塩）/上白糖/

キャベツ/ハム（卵）/ツナ/コーン缶/マヨネーズ/塩（精製塩）/こしょう/

普通食
ご飯  大豆と根菜のトマト煮  キャベツとハムのマヨサラダ  胚芽米　　だいず水煮レトルト/牛肉/たまねぎ/にんじん/れんこん/ごぼう/なたね油/コンソメ/ホールトマト缶詰/味噌/塩（精製塩）/上白糖/

キャベツ/ハム（卵）/ツナ/コーン缶/マヨネーズ/塩（精製塩）/こしょう/

09水 初期 つぶし粥  ブロッコリーペースト  豆腐ペースト  だいこんスープ 胚芽米　　ブロッコリー　　木綿豆腐　　だいこん/だしかつお/こんぶ（だし用）/

中期 お粥  たらの野菜煮  すまし汁    胚芽米　　たら/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）/片栗粉　　木綿豆腐/だいこん/葉ねぎ/だしかつお/こんぶ（だ
し用）/

後期
お粥  たらの野菜煮  豚汁    胚芽米　　たら/ブロッコリー/たまねぎ/にんじん/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）　　豚肉/木綿豆腐/だいこん/葉ねぎ/だしかつ

お/こんぶ（だし用）/味噌/ フルーツポンチ

完了期
軟飯  たらの南蛮漬け    豚汁    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

ブロッコリー　　豚肉/木綿豆腐/にんじん/ごぼう/だいこん/さといも（冷凍）/つきこんにゃく/葉ねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/味噌/ （バナナ・梨・みかん缶・パイン缶・もも缶）

普通食
ご飯  たらの南蛮漬け    豚汁    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

ブロッコリー　　豚肉/木綿豆腐/にんじん/ごぼう/だいこん/さといも（冷凍）/つきこんにゃく/葉ねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/味噌/

10木 初期
つぶし粥  ほうれんそうペースト  にんじんペースト  はくさいスープ  胚芽米　　ほうれんそう　　にんじん　　はくさい/だしかつお/こんぶ（だし用）/

中期 お粥  鶏肉のほうれんそう煮  すまし汁  胚芽米　　鶏ひき肉/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/はくさい/だしかつお/こんぶ（だし用）/

後期
お粥  鶏肉のほうれんそう煮  すまし汁  胚芽米　　鶏ひき肉/ほうれんそう/にんじん/いんげん/しょうゆ（うすくち）/上白糖　　たまねぎ/はくさい/しょうゆ（うすくち）/だしかつお/こんぶ

（だし用）/塩 ヨーグルト

完了期
三色そぼろ丼（軟飯）  いんげんのごま和え  すまし汁  胚芽米/ほうれんそう/しょうゆ（うすくち）/卵/上白糖/塩（精製塩）/鶏ひき肉/しょうが/しょうゆ/上白糖/酒　　いんげん/にんじん/しょうゆ/すり

ごま/上白糖　　たまねぎ/オクラ/はくさい/厚揚げ/しょうゆ（うすくち）/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩（精製塩）/

普通食
三色そぼろ丼  いんげんのごま和え  すまし汁  胚芽米/ほうれんそう/しょうゆ（うすくち）/卵/上白糖/塩（精製塩）/鶏ひき肉/しょうが/しょうゆ/上白糖/酒　　いんげん/にんじん/しょうゆ/すり

ごま/上白糖　　たまねぎ/オクラ/はくさい/厚揚げ/しょうゆ（うすくち）/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩（精製塩）/

11金 初期 つぶし粥  にんじんペースト  たまねぎペースト  なすスープ  胚芽米　にんじん　　たまねぎ　　なす/だしかつお/こんぶ（だし用）/

中期 お粥  ささみと野菜の煮物  すまし汁  胚芽米　　鶏ささみ/きゅうり/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/なす/だしかつお/こんぶ（だし用）/

後期
お粥  ささみと野菜の煮物  お味噌汁  胚芽米　　鶏ささみ/きゅうり/にんじん/もやし/上白糖/しょうゆ（うすくち）　　たまねぎ/なす/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）/

じゃがいものチーズ焼き

完了期
軟飯  鯖の塩焼き  蒸し鶏ときゅうりの和え物  お味噌汁  胚芽米　　さば/食塩　　きゅうり/もやし/鶏ささみ/酢/上白糖/しょうゆ（うすくち）/糸かつお/白ごま　　たまねぎ/なす/油揚げ/にんじん/味噌/

だしかつお/こんぶ（だし用）/

普通食
ご飯  鯖の塩焼き  蒸し鶏ときゅうりの和え物  お味噌汁  胚芽米　　さば/食塩　　きゅうり/もやし/鶏ささみ/酢/上白糖/しょうゆ（うすくち）/糸かつお/白ごま　　たまねぎ/なす/油揚げ/にんじん/味噌/

だしかつお/こんぶ（だし用）/

12土 初期 つぶし粥  にんじんペースト  麩ペースト  だしスープ 胚芽米/にんじん/切り麩/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）/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）/だしかつお/こんぶ（だし用）/しょうゆ/コンソメ/上白糖/オレンジ/

完了期
ラーメン  オレンジ  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/コンソメ/上白糖/ごま油/オレンジ/

普通食
ラーメン  オレンジ  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/コンソメ/上白糖/ごま油/オレンジ/

※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

（脱脂粉乳・フロッピーカル
チャー・上白糖）

（じゃがいも・塩・バター・と
ろけるチーズ・パセリ粉・コー

ン缶）

（小麦粉・バター・上白糖・生クリー
ム・ベーキングパウダー・ココア・牛

乳）



※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

14月
初期

つぶし粥  にんじんペースト  お麩のペースト  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  かれいの煮物  すまし汁 胚芽米　　かれい/にんじん/切り麩/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/葉ねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  かれいの味噌煮  すまし汁 胚芽米　　かれい/にんじん/切り麩/トウミョウ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/冬瓜/葉ねぎ/しょうゆ/だしかつお/こん

ぶ（だし用） バナナ蒸しケーキ

完了期
軟飯  かれいの味噌焼き  切り干しと豆苗のゴマ和え  す
まし汁

胚芽米　　かれい/味噌/上白糖/酒/みりん　　切り干しだいこん/トウミョウ/にんじん/すりごま/上白糖/しょうゆ　　たまねぎ/干しそうめん/冬瓜
/葉ねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩

普通食
ご飯  かれいの味噌焼き  切り干しと豆苗のゴマ和え  す
まし汁

胚芽米　　かれい/味噌/上白糖/酒/みりん　　切り干しだいこん/トウミョウ/にんじん/すりごま/上白糖/しょうゆ　　たまねぎ/干しそうめん/冬瓜
/葉ねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩

15火
初期

つぶし粥  ほうれんそうペースト  たまねぎペースト  にん
じんスープ

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

中期 お粥  鶏肉とほうれんそうの煮物  にんじんスープ 胚芽米　　鶏もも肉/ほうれんそう/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　にんじん/ねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用） ピーチゼリー

後期
お粥  鶏肉とほうれんそうの煮物  にんじんスープ 胚芽米　　鶏もも肉/ほうれんそう/たまねぎ/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　にんじん/ねぎ/しょうゆ/だしかつお/こん

ぶ（だし用） （もも果汁・上白糖・アガー）

完了期
軟飯  油淋鶏  ほうれん草と豆もやしのナムル  中華スー
プ

胚芽米　　鶏もも肉/しょうゆ/酒/なたね油/片栗粉/しょうが/にんにく/しょうゆ/上白糖/酢/ねぎ　　ほうれんそう/大豆もやし/にんじん/ごま油/
しょうゆ/白ごま/塩　　たまねぎ/干ししいたけ/オクラ/コーン缶/中華だしの素/しょうゆ/食塩 ハイハイン

普通食
ご飯  油淋鶏  ほうれん草と豆もやしのナムル  中華スー
プ

胚芽米　　鶏もも肉/しょうゆ/酒/なたね油/片栗粉/しょうが/にんにく/しょうゆ/上白糖/酢/ねぎ　　ほうれんそう/大豆もやし/にんじん/ごま油/
しょうゆ/白ごま/塩　　たまねぎ/干ししいたけ/オクラ/コーン缶/中華だしの素/しょうゆ/食塩

16水
初期

つぶし粥  じゃがいもマッシュ  にんじんペースト  たまね
ぎスープ

胚芽米　　じゃがいも　　にんじん　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  ささみとツナの煮物  じゃがいものスープ 胚芽米　　鶏ささみ/ツナ/にんじん/きゅうり/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　にんじん/じゃがいも/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし
用）

後期
お粥  豚肉とツナのコンソメ煮  じゃがいものスープ 胚芽米　　豚肉/ツナ/にんじん/きゅうり/コンソメ/片栗粉　　にんじん/じゃがいも/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
カレーライス（軟飯）  にんじんサラダ 胚芽米/豚肉/にんじん/たまねぎ/じゃがいも/しめじ/おろしりんご/あんぱんまんカレールウ/コンソメ/上白糖　　にんじん/きゅうり/ツナ/コー

ン缶/しょうゆ/上白糖/酢 あんぱんまんせんべい

普通食
カレーライス  にんじんサラダ 胚芽米/豚肉/にんじん/たまねぎ/じゃがいも/しめじ/おろしりんご/あんぱんまんカレールウ/コンソメ/上白糖　　にんじん/きゅうり/ツナ/コー

ン缶/しょうゆ/上白糖/酢

17木
初期

つぶし粥  さつまいもマッシュ  豆腐マッシュ  こまつな
スープ

胚芽米　　さつまいも　　にんじん　　木綿豆腐/こまつな/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  鮭の彩り煮  すまし汁 胚芽米　　鮭/さつまいも/こまつな/トマト/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　キャベツ/たまねぎ/木綿豆腐/だしかつお/こんぶ
（だし用）

後期
お粥  鮭の彩り煮  お味噌汁 胚芽米　　鮭/さつまいも/こまつな/トマト/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　　キャベツ/たまねぎ/木綿豆腐/

味噌/だしかつお/こんぶ（だし用） たまごケーキ

完了期
軟飯  鮭のトマトマヨネーズ焼き  オクラとキャベツのおか
か和え  お味噌汁

胚芽米　　鮭/トマト/マヨネーズ/食塩　　オクラ/キャベツ/にんじん/しょうゆ/糸かつお　　たまねぎ/さつまいも/こまつな/木綿豆腐/味噌/だし
かつお/こんぶ（だし用） （ホットケーキ粉・卵・牛乳・上白糖）

普通食
ご飯  鮭のトマトマヨネーズ焼き  オクラとキャベツのおか
か和え  お味噌汁

胚芽米　　鮭/トマト/マヨネーズ/食塩　　オクラ/キャベツ/にんじん/しょうゆ/糸かつお　　たまねぎ/さつまいも/こまつな/木綿豆腐/味噌/だし
かつお/こんぶ（だし用）

18金
初期

つぶし粥  ブロッコリーペースト  にんじんペースト  トマト
スープ

胚芽米　　ブロッコリー　　にんじん　　トマト/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  夏野菜の煮物  すまし汁 胚芽米　　たら/トマト/なす/ブロッコリー/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　レタス/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期 お粥  夏野菜のケチャップ煮  コンソメスープ 胚芽米　　豚ひき肉/トマト/なす/ブロッコリー/にんじん/ケチャップ/片栗粉　　レタス/たまねぎ/コンソメ/塩 きなこおはぎ

完了期
ロールパン  なすとトマトのポークグラタン  添え野菜（ブ
ロ）  コンソメスープ

ロールパン（小麦・マーガリン、牛乳）　　なす/ズッキーニ/しめじ/トマト/たまねぎ/豚ひき肉/にんにく/オリーブ油/ホールトマト缶詰/コンソメ/
ウスターソース（大豆・りんご含む）/ケチャップ/とろけるチーズ/パン粉/パセリ　　ブロッコリー　　レタス/チンゲンサイ/たまねぎ/にんじん/コン
ソメ/塩

（胚芽米・きな粉・上白糖）

普通食
ロールパン  なすとトマトのポークグラタン  添え野菜（ブ
ロ）  コンソメスープ

ロールパン（小麦・マーガリン、牛乳）　　なす/ズッキーニ/しめじ/トマト/たまねぎ/豚ひき肉/にんにく/オリーブ油/ホールトマト缶詰/コンソメ/
ウスターソース（大豆・りんご含む）/ケチャップ/とろけるチーズ/パン粉/パセリ　　ブロッコリー　　レタス/チンゲンサイ/たまねぎ/にんじん/コン
ソメ/塩

19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  バナナ 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）　　バナナ

後期 おじや  バナナ 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）　　バナナ

完了期 青菜のスパゲティー  バナナ 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/オリーブオイル　　バナナ

普通食 青菜のスパゲティー  バナナ 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/オリーブオイル　　バナナ

　

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

（小麦粉・上白糖・牛乳・バナ
ナ・ベーキングパウダー・塩）

※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

21月 初期

中期

後期

完了期

普通食

22火 初期

中期

後期

完了期

普通食

23水
初期

つぶし粥  ブロッコリーペースト  豆腐ペースト  だいこん
スープ

胚芽米　　ブロッコリー　　木綿豆腐　　だいこん/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  さわらとブロッコリーの煮物  すまし汁 胚芽米　　さわら/だいこん/にんじん/ブロッコリー/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/木綿豆腐/葉ねぎ/だしかつお/こんぶ
（だし用）

後期
お粥  さわらとブロッコリーの煮物  すまし汁 胚芽米　　さわら/だいこん/にんじん/ブロッコリー/上白糖/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/木綿豆腐/葉ねぎ/しょ

うゆ/だしかつお/こんぶ（だし用） チーズトースト

完了期
軟飯  さんまのレモン風味焼き  大根サラダ  すまし汁 胚芽米　　さんま/塩/レモン果汁/パセリ粉　　だいこん/にんじん/ブロッコリー/トウミョウ/上白糖/しょうゆ/糸かつお/塩　　たまねぎ/木綿豆腐

/しいたけ/葉ねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩 （食パン（小麦・脱脂粉乳）・とろけるチーズ）

普通食
ご飯  さんまのレモン風味焼き  大根サラダ  すまし汁 胚芽米　　さんま/塩/レモン果汁/パセリ粉　　だいこん/にんじん/ブロッコリー/トウミョウ/上白糖/しょうゆ/糸かつお/塩　　たまねぎ/木綿豆腐

/しいたけ/葉ねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩

24木
初期

つぶし粥  じゃがいもマッシュ  たまねぎペースト  にんじ
んスープ

胚芽米　　じゃがいも　　たまねぎ　　にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  じゃがいもと鮭の煮物  すまし汁 胚芽米　　じゃがいも/鮭/たまねぎ/もやし/葉ねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　だいこん/にんじん/わかめ（乾）/だしかつお/こん

ぶ（だし用）

後期
お粥  じゃがいものそぼろ煮  お味噌汁 胚芽米　　じゃがいも/豚ひき肉/たまねぎ/もやし/葉ねぎ/上白糖/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　だいこん/にんじん/わか

め（乾）/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用） 梨

完了期
軟飯  千草卵  もやしのごま油和え  三平汁 胚芽米　　卵/豚ひき肉/にんじん/たまねぎ/葉ねぎ/干ししいたけ/上白糖/酒/しょうゆ/塩　　きゅうり/もやし/にんじん/ごま油/しょうゆ/白ごま

/塩　　　鮭/じゃがいも/だいこん/わかめ（乾）/油揚げ/だしかつお/こんぶ（だし用）/味噌 ハイハイン

普通食
ご飯  千草卵  もやしのごま油和え  三平汁 胚芽米　　卵/豚ひき肉/にんじん/たまねぎ/葉ねぎ/干ししいたけ/上白糖/酒/しょうゆ/塩　　きゅうり/もやし/にんじん/ごま油/しょうゆ/白ごま

/塩　　　鮭/じゃがいも/だいこん/わかめ（乾）/油揚げ/だしかつお/こんぶ（だし用）/味噌

25金
初期

つぶし粥  にんじんペースト  キャベツペースト  こまつな
スープ

胚芽米　　にんじん　　キャベツ　　こまつな/だしかつお/こんぶ（だし用）

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

後期
お粥  たらの和風煮  コンソメスープ 胚芽米　　たら/きゅうり/にんじん/たまねぎ/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　こまつな/キャベツ/コンソメ/塩

ホットケーキ

完了期
きのこトマトクリームスパゲティー  キャベツ入りごぼうのマ
ヨサラダ

スパゲティー/ウインナー/こまつな/にんじん/たまねぎ/エリンギィ/しめじ/まいたけ/食塩/こしょう/牛乳/生クリーム/ホールトマト缶詰/コンソメ
ごぼう/きゅうり/キャベツ/ベーコン（卵不使用）/マヨネーズ/しょうゆ/塩/こしょう （ホットケーキ粉・牛乳・上白糖）

普通食
きのこトマトクリームスパゲティー  キャベツ入りごぼうのマ
ヨサラダ

スパゲティー/ウインナー/こまつな/にんじん/たまねぎ/エリンギィ/しめじ/まいたけ/食塩/こしょう/牛乳/ 生クリーム/ホールトマト缶詰/コンソ
メ　　ごぼう/きゅうり/キャベツ/ベーコン（卵不使用）/マヨネーズ/しょうゆ/塩/こしょう

26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 野菜うどん  オレンジ ゆでうどん/にんじん/たまねぎ/はくさい/葉ねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　オレンジ

後期 肉うどん  オレンジ ゆでうどん/牛肉/にんじん/たまねぎ/はくさい/葉ねぎ/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）　　オレンジ

完了期
あんかけうどん  オレンジ ゆでうどん/にんじん/たまねぎ/はくさい/もやし/葉ねぎ/しょうが/牛肉/しょうゆ/上白糖/本みりん/酒/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉

オレンジ

普通食
あんかけうどん  オレンジ ゆでうどん/にんじん/たまねぎ/はくさい/もやし/葉ねぎ/しょうが/牛肉/しょうゆ/上白糖/本みりん/酒/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉

オレンジ

※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）

　

離乳食献立表

秋分の日

敬老の日



※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

28月 初期 つぶし粥  にんじんペースト  豆腐ペースト  たまねぎ
スープ

胚芽米　　にんじん　　木綿豆腐　　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  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/木綿豆腐/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鮭とにんじんの煮物  お味噌汁 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/木綿豆腐/わかめ（乾）/味噌/だし

かつお/こんぶ（だし用） りんご

完了期
軟飯  あじの竜田揚げ  カムカムサラダ  お味噌汁 胚芽米　　あじ/片栗粉/しょうゆ/みりん/酒/なたね油　　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/　　たまねぎ

/木綿豆腐/えのきたけ/わかめ（乾）/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用） ハイハイン

普通食
ご飯  あじの竜田揚げ  カムカムサラダ  お味噌汁 胚芽米　　あじ/片栗粉/しょうゆ/みりん/酒/なたね油　　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/　　たまねぎ

/木綿豆腐/えのきたけ/わかめ（乾）/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

29火
初期

つぶし粥  じゃがいもマッシュ  たまねぎペースト  トマト
スープ

胚芽米　　じゃがいも　　たまねぎ　　トマト/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
肉うどん  じゃがいもとレタスの煮物 ゆでうどん/鶏ささみ/にんじん/たまねぎ/こんぶ（だし用）/だしかつお　　じゃがいも/レタス/トマト/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉

後期
肉うどん  じゃがいもとレタスの煮物 ゆでうどん/牛肉/にんじん/たまねぎ/しょうゆ/上白糖/こんぶ（だし用）/だしかつお　　じゃがいも/レタス/トマト/しょうゆ/だしかつお/こんぶ

（だし用）/片栗粉 ゆかりおにぎり

完了期
冷やしうどん  じゃがいもとレタスのサラダ ゆでうどん/にんじん/きゅうり/牛肉/ごぼう/たまねぎ/油揚げ/しょうゆ/みりん/上白糖/こんぶ（だし用）/だしかつお/上白糖/しょうゆ/本みりん

/天かす　　じゃがいも/にんじん/トマト/レタス/コーン缶/上白糖/酢/塩/こしょう （胚芽米・ゆかり）

普通食
冷やしうどん  じゃがいもとレタスのサラダ ゆでうどん/にんじん/きゅうり/牛肉/ごぼう/たまねぎ/油揚げ/しょうゆ/みりん/上白糖/こんぶ（だし用）/だしかつお/上白糖/しょうゆ/本みりん

/天かす　　じゃがいも/にんじん/トマト/レタス/コーン缶/上白糖/酢/塩/こしょう

30水
初期

つぶし粥  お麩のペースト  にんじんペースト  ほうれんそ
うスープ

胚芽米　　にんじん　　切り麩　　ほうれんそう/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  大根とカレイの煮物  ほうれんそうスープ 胚芽米　　かれい/だいこん/にんじん/こんぶ（だし用）/だしかつお/片栗粉　　ほうれんそう/切り麩/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  大根と豚肉のみそ煮  ほうれんそうスープ 胚芽米　　豚肉/だいこん/にんじん/いんげんまめ/上白糖/しょうゆ/味噌/こんぶ（だし用）/だしかつお/片栗粉　　ほうれんそう/切り麩/しょう

ゆ/だしかつお/こんぶ（だし用） スコーン

完了期
軟飯  大根と豚肉のみそ煮  青菜ときのこのポン酢和え 胚芽米　　豚肉/だいこん/にんじん/たけのこ（水煮缶）/さといも/いんげんまめ/上白糖/しょうゆ/味噌/なたね油/こんぶ（だし用）/だしかつお

ほうれんそう/しゅんぎく/えのきたけ/しめじ/にんじん/ぽん酢/上白糖

普通食
ご飯  大根と豚肉のみそ煮  青菜ときのこのポン酢和え 胚芽米　　豚肉/だいこん/にんじん/たけのこ（水煮缶）/さといも/いんげんまめ/上白糖/しょうゆ/味噌/なたね油/こんぶ（だし用）/だしかつお

ほうれんそう/しゅんぎく/えのきたけ/しめじ/にんじん/ぽん酢/上白糖

01木 初期 つぶし粥  にんじんペースト  たまねぎペースト  白菜
スープ

胚芽米　　にんじん　　たまねぎ　　はくさい/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  さわらの味噌煮  すまし汁 胚芽米　　さわら/はくさい/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/葉ねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  さわらの味噌煮  すまし汁 胚芽米　　さわら/はくさい/にんじん/味噌/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/葉ねぎ/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  さわらの味噌マヨ焼き  白菜のチーズおかか和え
すまし汁

胚芽米　　さわら/マヨネーズ/味噌/上白糖/塩　　はくさい/にんじん/チーズ/しょうゆ/糸かつお　　たまねぎ/厚揚げ/えのきたけ/葉ねぎ/しょ
うゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩 （りんご天然果汁・上白糖・アガー）

普通食
軟飯  さわらの味噌マヨ焼き  白菜のチーズおかか和え
すまし汁

胚芽米　　さわら/マヨネーズ/味噌/上白糖/塩　　はくさい/にんじん/チーズ/しょうゆ/糸かつお　　たまねぎ/厚揚げ/えのきたけ/葉ねぎ/しょ
うゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩 あんぱんまんせんべい

02金 初期 つぶし粥  かぼちゃペースト  ブロッコリーペースト  かぶ
スープ

胚芽米　　かぼちゃ　　ブロッコリー　　かぶ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鶏肉とかぼちゃの煮物  チンゲンサイスープ 胚芽米　　鶏もも肉/かぼちゃ/たまねぎ/かぶ/ブロッコリー/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　チンゲンサイ/にんじん/だしかつお/こん

ぶ（だし用）

後期 お粥  鶏肉とかぼちゃの煮物  チンゲンサイスープ 胚芽米　　鶏もも肉/かぼちゃ/たまねぎ/かぶ/ブロッコリー/コンソメ/片栗粉　　チンゲンサイ/にんじん/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用） お麩のラスク

完了期
ロールパン  かぼちゃのクリームシチュー  チンゲンサイ
のツナマヨ和え

ロールパン（小麦・マーガリン、牛乳）　　鶏もも肉/にんじん/たまねぎ/かぶ/まいたけ/ブロッコリー/コンソメ/塩/シチュールウ（小麦・チーズ・
乳製品）/かぼちゃ/片栗粉　　チンゲンサイ/もやし/ツナ/マヨネーズ/塩/こしょう （切り麩・バター・上白糖）

普通食
ロールパン  かぼちゃのクリームシチュー  チンゲンサイ
のツナマヨ和え

ロールパン（小麦・マーガリン、牛乳）　　鶏もも肉/にんじん/たまねぎ/かぶ/まいたけ/ブロッコリー/コンソメ/塩/シチュールウ（小麦・チーズ・
乳製品）/かぼちゃ/片栗粉　　チンゲンサイ/もやし/ツナ/マヨネーズ/塩/こしょう

03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 野菜うどん  オレンジ ゆでうどん/にんじん/たまねぎ/葉ねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　オレンジ

後期 野菜うどん  オレンジ ゆでうどん/牛肉/にんじん/たまねぎ/葉ねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/しょうゆ/上白糖　　オレンジ

完了期 カレーうどん  オレンジ 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　　オレンジ

普通食 カレーうどん  オレンジ 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　　オレンジ

　

離乳食献立表

（ホットケーキミックス・バ
ター・牛乳）

※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

※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




