
　 なまえ（　　　　　　　　　　）

令和2年度

日付 献立名 材料名 おやつ

初期（ゴックン）   お粥  大根  人参 米/だいこん/にんじん/

中期（モグモグ）   お粥  鮭と根菜のやわらか味噌煮 米/さけ/たまねぎ/さといも（冷）/にんじん/だいこん/だしかつお/こんぶ（だし用）/味噌/片栗粉/ プルーン入りパンケーキ

後期（カミカミ）   親子丼（お粥）  三平汁
米/鶏肉/高野豆腐/たまねぎ/卵/片栗粉/だしかつお/しょうゆ/みりん/三温糖/さけ/さといも（冷）/にんじん/だいこん/葉ねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/
味噌/

（ホットケーキ粉・卵・牛乳・プルーン）

完了期（パクパク）   親子丼（軟飯）  三平汁  果物
米/鶏肉/高野豆腐/たまねぎ/みつば/卵/片栗粉/だしかつお/しょうゆ/みりん/三温糖/刻みのり/さけ/さつま揚げ/さといも（冷）/にんじん/だいこん/ごぼう/
葉ねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/味噌/みかん/

初期（ゴックン）

中期（モグモグ）

後期（カミカミ）

完了期（パクパク）

初期（ゴックン）   パン粥  じゃがいも  玉葱 食パン/育児用ミルク/じゃがいも/たまねぎ/

中期（モグモグ）   パン粥  ホコホコポテト 食パン/育児用ミルク/鶏ささみ/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/ ふかし芋

後期（カミカミ）   ロールパン  鶏と野菜のミルク煮込み  ゆで野菜 ロールパン/鶏肉/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/グリンピース（冷）/牛乳/塩/水/片栗粉/きゅうり/にんじん/ （さつまいも）

完了期（パクパク）   ロールパン  コーンクリームシチュー  ごぼうサラダ
ロールパン/鶏肉/クリームコーン缶/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/しめじ/グリンピース（冷）/牛乳/スキムミルク/小麦粉/バター/塩/コンソメ/水/ごぼう/酢/
しょうゆ/三温糖/きゅうり/にんじん/ハム/すりごま/マヨネーズ/

初期（ゴックン）   お粥  じゃがいも  人参 米/じゃがいも/にんじん/

中期（モグモグ）   お粥  まぐろと野菜の和風煮 米/まぐろ/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/だしかつお/片栗粉/ おやき

後期（カミカミ）   お粥  まぐろカツ  ゆで野菜  スープ 米/まぐろ/塩/小麦粉/卵/パン粉/なたね油/にんじん/たまねぎ/にんじん/じゃがいも/だしかつお/塩/ （米・人参・チーズ・しょうゆ・塩）

完了期（パクパク）   軟飯  あじフライ  もやしとニラのゴマ酢あえ  スープ
米/あじ/塩/小麦粉/卵/パン粉/なたね油/大豆もやし/にんじん/にら/酢/しょうゆ/三温糖/ごまペースト/すりごま/セロリー/たまねぎ/にんじん/じゃがいも/コ
ンソメ/塩/

初期（ゴックン）   お粥  大豆  玉葱 米/だいず水煮缶詰/たまねぎ/

中期（モグモグ）   青菜のお粥  大豆と根菜のやわらか煮 米/チンゲンサイ/だいず水煮缶詰/たまねぎ/にんじん/ チーズロール

後期（カミカミ）   お粥  大豆と牛肉のトマト煮  チンゲンサイのツナマヨ和え 米/だいず水煮缶/牛肉/たまねぎ/にんじん/ホールトマト缶/味噌/塩/チンゲンサイ/もやし/ツナ/マヨネーズ/塩/ （食パン・マーガリン・スライスチーズ・ケチャップ）

完了期（パクパク）   軟飯  大豆と根菜のトマト煮  チンゲンサイのツナマヨ和え 米/だいず水煮缶/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/味噌/塩/チンゲンサイ/もやし/ツナ/マヨネーズ/塩/

初期（ゴックン）   おじや 米/たまねぎ/キャベツ/にんじん/だしかつお/

中期（モグモグ）   おじや 米/鶏ささみ/たまねぎ/キャベツ/にんじん/だしかつお/

後期（カミカミ）   ツナと野菜のトマトスパゲティー スパゲティー（冷）/ツナ/たまねぎ/キャベツ/にんじん/ケチャップ/バター/片栗粉/

完了期（パクパク）   スパゲッティナポリタン  コールスローサラダ
スパゲティー（冷）/ベーコン/たまねぎ/ピーマン/しめじ/塩/こしょう/ホールトマト缶詰/ケチャップ/なたね油/バター/キャベツ/きゅうり/にんじん/ハム/コーン
缶/塩/マヨネーズ/

05木

離乳食献立表 ※木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。

02月

03火

04水

文化の日

06金

07土



　 なまえ（　　　　　　　　　　）

令和2年度

日付 献立名 材料名 おやつ

初期（ゴックン）   お粥  人参  キャベツ 米/にんじん/キャベツ/

中期（モグモグ）   お粥  まぐろのぽってり煮 米/ツナ/にんじん/キャベツ/たまねぎ/だしかつお/片栗粉/ 果物とチーズ

後期（カミカミ）   お粥  鶏肉の照り焼き  ツナサラダ  スープ 米/鶏肉/しょうゆ/本みりん/酒/ツナ/にんじん/キャベツ/三温糖/しょうゆ/塩/水菜/たまねぎ/こんぶ（だし用）/だしかつお/塩/ （かき・チーズ）

完了期（パクパク）   軟飯  鶏肉のごまパン粉焼き  ツナわかめサラダ  スープ
米/鶏肉/しょうゆ/酒/にんにく/パン粉/白ごま/なたね油/ツナ/にんじん/キャベツ/わかめ（乾）/三温糖/しょうゆ/酢/塩/ベーコン/水菜/たまねぎ/しめじ/コ
ンソメ/塩/

初期（ゴックン）   お粥  白菜  大根 米/はくさい/だいこん/

中期（モグモグ）   お粥  たらの野菜あんかけ 米/たら/にんじん/たまねぎ/はくさい/だしかつお/片栗粉/ ブルーベリーヨーグルト

後期（カミカミ）   お粥  たらの野菜あんかけ  雪鍋汁
米/たら/片栗粉/なたね油/もやし/にんじん/たまねぎ/だしかつお/しょうゆ/三温糖/片栗粉/豚肉/油揚げ/だいこん/はくさい/だしかつお/こんぶ（だし用）/
しょうゆ/塩/

（ヨーグルト・ブルーベリージャム）

完了期（パクパク）   軟飯  たらの野菜あんかけ  雪鍋汁
米/たら/片栗粉/なたね油/もやし/にんじん/たまねぎ/ピーマン/干ししいたけ/コンソメ/しょうゆ/酢/三温糖/片栗粉/オイスターソース/豚肉/油揚げ/だいこ
ん/えのきたけ/はくさい/しゅんぎく/だしかつお/こんぶ（だし用）/しょうゆ/塩/

初期（ゴックン）   お粥  じゃがいも  ほうれんそう 米/じゃがいも/ほうれんそう/

中期（モグモグ）   お粥  ホコホコポテト 米/鶏ささみ/じゃがいも/たまねぎ/にんじん/ほうれんそう/ チーズチヂミ

後期（カミカミ）   お粥  肉じゃが  ほうれん草の黄金和え 米/牛肉/じゃがいも/たまねぎ/にんじん/三温糖/本みりん/酒/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/なたね油/ほうれんそう/卵/塩/三温糖/しょうゆ/ （小麦粉・玉葱・人参・ニラ・卵・ピザ用チーズごま油

完了期（パクパク）   軟飯  肉じゃが  ほうれん草の黄金和え
米/牛肉/じゃがいも/たまねぎ/糸こんにゃく/にんじん/三温糖/本みりん/酒/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/なたね油/ほうれんそう/卵/塩/三温糖/
しょうゆ/

えび（むき身：冷）・ごま油・塩）

初期（ゴックン）   お粥  さつまいも  白菜 米/さつまいも/はくさい/

中期（モグモグ）   納豆粥  さつまいものコロコロ和え 米/納豆/さつまいも/にんじん/はくさい/ シュガートースト

後期（カミカミ）   スタミナっとう丼（お粥）  ゆで野菜  さつま汁
米/納豆/豚ひき肉/もやし/にんじん/しょうゆ/本みりん/三温糖/にんじん/きゅうり/鶏肉/木綿豆腐/葉ねぎ/はくさい/にんじん/さつまいも/だしかつお/こんぶ
（だし用）/味噌/

（食パン・マーガリン・グラニュー糖）

完了期（パクパク）   スタミナっとう丼（軟飯）  ビーフンサラダ  さつま汁
米/納豆/豚ひき肉/もやし/にんじん/しょうゆ/本みりん/三温糖/焼きのり/ビーフン/キャベツ/にんじん/ハム/きゅうり/酢/しょうゆ/三温糖/ごま油/鶏肉/木綿
豆腐/葉ねぎ/はくさい/にんじん/さつまいも/だしかつお/こんぶ（だし用）/味噌/

初期（ゴックン）   お粥  玉葱  キャベツ 米/たまねぎ/キャベツ/

中期（モグモグ）   お粥  まぐろの野菜あんかけ 米/ツナ/にんじん/たまねぎ/キャベツ/だしかつお/片栗粉/ マーブル蒸しパン

後期（カミカミ）   お粥  鶏の唐揚げ  マカロニサラダ  ミルクスープ
米/鶏肉/しょうゆ/酒/小麦粉/片栗粉/なたね油/マカロニ/ツナ/にんじん/きゅうり/キャベツ/マヨネーズ/塩/ほうれんそう/たまねぎ/にんじん/だしかつお/塩/
牛乳/ （ホットケーキ粉・三温糖・牛乳・ピュアココア）

完了期（パクパク）   軟飯  鶏の唐揚げ  マカロニサラダ  ミルクスープ
米/鶏肉/しょうゆ/酒/しょうが/小麦粉/片栗粉/なたね油/マカロニ/ツナ/にんじん/きゅうり/キャベツ/マヨネーズ/塩/ベーコン/ほうれんそう/たまねぎ/にんじ
ん/コンソメ/塩/牛乳/

初期（ゴックン）   野菜入りパン粥 食パン/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/キャベツ/育児用ミルク/

中期（モグモグ）   ささみ入り野菜パン粥 食パン/鶏ささみ/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/キャベツ/育児用ミルク/

後期（カミカミ）   ロールパン  ポテトサラダ  スープ ホットドッグパン/じゃがいも/にんじん/きゅうり/マヨネーズ/塩/たまねぎ/にんじん/キャベツ/だしかつお/塩/

完了期（パクパク）   ロールパン  ポテトサラダ  スープ ホットドッグパン/じゃがいも/にんじん/ハム/きゅうり/とうもろこし（冷）/マヨネーズ/塩/あらびきウインナー/たまねぎ/にんじん/キャベツ/しめじ/コンソメ/塩/

11水

12木

13金

14土

離乳食献立表 ※木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。

09月

10火



　 なまえ（　　　　　　　　　　）

令和2年度

日付 献立名 材料名 おやつ

初期（ゴックン）   お粥  麩  白菜 米/切り麩/はくさい/

中期（モグモグ）   お粥  鰆の野菜あんかけ 米/さわら/きゅうり/はくさい/たまねぎ/こんぶ（だし用）/だしかつお/片栗粉/ フライドおいも

後期（カミカミ）   お粥  煮魚  白菜と胡瓜のお浸し  すまし汁 米/さわら/三温糖/しょうゆ/本みりん/酒/きゅうり/はくさい/だしかつお/しょうゆ/切り麩/たまねぎ/水菜/しょうゆ/塩/こんぶ（だし用）/だしかつお/ （じゃがいも・なたね油・塩）

完了期（パクパク）   軟飯  煮魚  酢の物  すまし汁
米/さば/しょうが/三温糖/しょうゆ/本みりん/酒/かまぼこ/きゅうり/はくさい/わかめ（乾）/三温糖/酢/しょうゆ/塩/切り麩/たまねぎ/水菜/しょうゆ/塩/こんぶ
（だし用）/だしかつお/

初期（ゴックン）   お粥  大根  小松菜 米/だいこん/こまつな/片栗粉/

中期（モグモグ）   青菜とチリメンのお粥  根菜のやわらか煮 米/こまつな/チリメン/だいこん/にんじん/さといも/だしかつお/こんぶ（だし用）/ りんごゼリー

後期（カミカミ）   お粥  筑前煮  こまつなっとう 米/鶏肉/だいこん/にんじん/さといも/いんげん（冷）/しょうゆ/三温糖/本みりん/だしかつお/こんぶ（だし用）/こまつな/挽きわり納豆/チリメン/しょうゆ/ （アガー・りんご天然果汁・三温糖）

完了期（パクパク）   軟飯  筑前煮  こまつなっとう
米/鶏肉/だいこん/たけのこ（ゆで）/にんじん/ごぼう/れんこん/さといも/板こんにゃく/いんげん（冷）/しょうゆ/三温糖/本みりん/酒/だしかつお/こんぶ（だし
用）/こまつな/挽きわり納豆/チリメン/しょうゆ/

初期（ゴックン）   お粥  じゃがいも  カリフラワー 米/じゃがいも/カリフラワー/

中期（モグモグ）   お粥  まぐろと彩り野菜のぽってり煮 米/まぐろ/にんじん/たまねぎ/じゃがいも/カリフラワー/ブロッコリー/ のりしおごぼう

後期（カミカミ）   お粥のハヤシライス風  花野菜のサラダ 米/豚肉/にんじん/たまねぎ/じゃがいも/グリンピース（冷）/バター/ケチャップ/しょうゆ/三温糖/片栗粉/カリフラワー/ブロッコリー/にんじん/マヨネーズ/塩/ （ごぼう・小麦粉・あおのり・塩・なたね油）

完了期（パクパク）   ハヤシライス（軟飯）  花野菜のサラダ
米/豚肉/にんじん/たまねぎ/グリンピース（冷）/じゃがいも/まいたけ/バター/小麦粉/コンソメ/ウスターソース/たこ焼きソース/ケチャップ/塩/カリフラワー/ブ
ロッコリー/にんじん/マヨネーズ/カレー粉/塩/

初期（ゴックン）   お粥  ほうれん草  人参 米/ほうれんそう/片栗粉/にんじん/

中期（モグモグ）   お粥  鯛と野菜の和風煮 米/たい/ほうれんそう/はくさい/にんじん/だしかつお/片栗粉/ チーズ入りパンケーキ

後期（カミカミ）   お粥  やわらか味噌焼きチキン  ゆで野菜  豆乳スープ 米/鶏肉/ヨーグルト/しょうゆ/本みりん/味噌/にんじん/ほうれんそう/はくさい/にんじん/だしかつお/豆乳/塩/ （ホットケーキ粉・卵・牛乳・チーズ）

完了期（パクパク）   軟飯  タンドリーチキン  ほうれん草ともやしのナムル  豆乳スープ
米/鶏肉/ヨーグルト/カレー粉/しょうが/にんにく/三温糖/味噌/ほうれんそう/大豆もやし/にんじん/ごま油/しょうゆ/塩/ベーコン/はくさい/まいたけ/にんじん
/万能ねぎ/豆乳/コンソメ/塩/

初期（ゴックン）   お粥  さつまいも  大根 米/さつまいも/だいこん/

中期（モグモグ）   チリメンと大根葉のお粥  根菜のやわらか煮 米/だいこん（葉）/チリメン/だいこん/にんじん/はくさい/さつまいも/だしかつお/こんぶ（だし用）/ マカロニナポリタン

後期（カミカミ）   チリメンと大根葉のお粥  豚汁 米/だいこん（葉）/チリメン/豚肉/だいこん/にんじん/はくさい/さつまいも/葉ねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/味噌/ （マカロニ・玉葱・ピーマン・あらびきウインナー・なたね油・バター

完了期（パクパク）   大根葉のごはん（軟飯）  豚汁
米/だいこん（葉）/塩/しょうゆ/三温糖/本みりん/チリメン/白ごま/豚肉/だいこん/にんじん/はくさい/ごぼう/さつまいも/板こんにゃく/葉ねぎ/だしかつお/こ
んぶ（だし用）/味噌/

ケチャップ・中濃ソース・塩）

初期（ゴックン）   野菜うどん ゆでうどん（冷）/にんじん/はくさい/たまねぎ/だしかつお/

中期（モグモグ）   五目うどん ゆでうどん（冷）/鶏ささみ/にんじん/はくさい/たまねぎ/だしかつお/

後期（カミカミ）   味噌煮込みうどん  金時煮豆 ゆでうどん（冷）/豚肉/にんじん/はくさい/葉ねぎ/たまねぎ/わかめ（乾）/味噌/しょうゆ/本みりん/三温糖/だしかつお/金時豆（乾）/三温糖/塩/

完了期（パクパク）   味噌煮込みうどん  金時煮豆 ゆでうどん（冷）/豚肉/にんじん/はくさい/葉ねぎ/たまねぎ/わかめ（乾）/味噌/しょうゆ/本みりん/三温糖/だしかつお/金時豆（乾）/三温糖/塩/

21土

16月

17火

18水

19木

20金

離乳食献立表 ※木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。



　 なまえ（　　　　　　　　　　）

令和2年度

日付 献立名 材料名 おやつ

初期（ゴックン）

中期（モグモグ）

後期（カミカミ）

完了期（パクパク）

初期（ゴックン）   お粥  白菜  豆腐 米/絹ごし豆腐/はくさい/

中期（モグモグ）   お粥  鮭の味噌風味煮 米/さけ/にんじん/絹ごし豆腐/はくさい/だしかつお/味噌/片栗粉/ お麩ラスク

後期（カミカミ）   お粥  鮭の塩こうじ焼き  ゆで野菜  味噌汁 米/さけ/塩こうじ/にんじん/絹ごし豆腐/はくさい/こんぶ（だし用）/だしかつお/味噌/ （切り麩・バター・三温糖）

完了期（パクパク）   軟飯  鮭の塩こうじ焼き  ちゅるちゅるピーマン  味噌汁
米/さけ/塩こうじ/しらたき/豚肉/にんじん/ピーマン/白ごま/ごま油/酒/本みりん/三温糖/しょうゆ/絹ごし豆腐/はくさい/なめこ/こんぶ（だし用）/だしかつお/
味噌/

初期（ゴックン）   お粥  大根  人参 米/だいこん/にんじん/

中期（モグモグ）   お粥  根菜のやわらか煮 米/鶏ささみ/だいこん/にんじん/さといも/だしかつお/ おからマフィン

後期（カミカミ）   お粥  大根と豚肉のみそ煮  ほうれん草の煮びたし
米/豚肉/だいこん/にんじん/さといも/いんげん（冷）/三温糖/しょうゆ/本みりん/味噌/なたね油/こんぶ（だし用）/だしかつお/ほうれんそう/だしかつお/しょう
ゆ/

（小麦粉・卵・牛乳・おから・バター・ベーキングパウダー・三温糖・ピュアココア）

完了期（パクパク）   軟飯  大根と豚肉のみそ煮  青菜ときのこのポン酢あえ
米/豚肉/だいこん/にんじん/板こんにゃく/さといも/いんげん（冷）/三温糖/しょうゆ/本みりん/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/三温糖/

初期（ゴックン）   お粥  キャベツ  人参 米/キャベツ/にんじん/

中期（モグモグ）   お粥  マグロと野菜のとろとろ煮 米/まぐろ/キャベツ/チンゲンサイ/にんじん/だしかつお/片栗粉/ 鶏ときのこの炊き込みご飯

後期（カミカミ）   お粥の中華丼風  マグロの唐揚げ  果物 米/豚肉/キャベツ/チンゲンサイ/もやし/にんじん/だしかつお/しょうゆ/三温糖/片栗粉/まぐろ/片栗粉/なたね油/しょうゆ/本みりん/三温糖/バナナ/ （米・鶏肉・人参・しめじ・ごぼう・しょうゆ・三温糖・酒・塩）

完了期（パクパク）   ちゃんぽん  豚レバーの甘辛あえ  果物
ゆで中華そば（冷）/豚肉/キャベツ/チンゲンサイ/もやし/かまぼこ/にんじん/コーン缶/牛乳/中華だしの素/しょうゆ/塩/こしょう/ごま油/豚レバー/片栗粉/な
たね油/しょうゆ/本みりん/三温糖/ほうれんそう/バナナ/

初期（ゴックン）   お粥  人参  玉葱 米/にんじん/たまねぎ/

中期（モグモグ）   ひじき粥  鮭の野菜あんかけ 米/干しひじき/べにさけ/たまねぎ/にんじん/キャベツ/こんぶ（だし用）/だしかつお/味噌/ どら焼き風サンド

後期（カミカミ）   お粥  千草卵  ゆで野菜  味噌汁
米/卵/豚ひき肉/たまねぎ/にんじん/干しひじき/葉ねぎ/なたね油/三温糖/酒/しょうゆ/にんじん/油揚げ/キャベツ/ねぎ/こんぶ（だし用）/だしかつお/味噌
/

（ホットケーキ粉・牛乳・いちごジャム）

完了期（パクパク）   軟飯  千草卵  れんこんきんぴら・牛肉いり  味噌汁
米/卵/豚ひき肉/たまねぎ/にんじん/干しひじき/葉ねぎ/干ししいたけ/干し椎茸（戻し汁）/なたね油/三温糖/酒/しょうゆ/牛肉/れんこん/にんじん/なたね油
/酒/本みりん/三温糖/しょうゆ/白ごま/油揚げ/キャベツ/ねぎ/えのきたけ/こんぶ（だし用）/だしかつお/味噌/

初期（ゴックン）   おじや 米/チンゲンサイ/たまねぎ/だしかつお/

中期（モグモグ）   ささみ入りおじや 米/鶏ささみ/チンゲンサイ/たまねぎ/だしかつお/

後期（カミカミ）   豚みそ丼（お粥）  りんごのやわらか煮 米/豚肉/酒/塩/チンゲンサイ/たまねぎ/なす/味噌/三温糖/しょうゆ/なたね油/りんご/三温糖/

完了期（パクパク）   豚みそ丼（軟飯）  果物 米/豚肉/酒/塩/赤ピーマン/チンゲンサイ/たまねぎ/なす/味噌/三温糖/しょうゆ/なたね油/りんご/

26木

27金

28土

離乳食献立表 ※木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。

23月

24火

25水

勤労感謝の日


