
　 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  大根 米/にんじん/だいこん/

中期（モグモグ）   お粥  鮭と根菜のほんのり味噌煮 米/さけ/たまねぎ/にんじん/だいこん/さといも（冷）/こんぶ（だし用）/だしかつお/味噌/片栗粉/ チーズ入り蒸しパン

後期（カミカミ）   牛丼（お粥）  味噌汁  果物
米/牛肉/油揚げ/たまねぎ/三温糖/しょうゆ/本みりん/だしかつお/こんぶ（だし用）/にんじん/だいこん/さといも（冷）/葉ねぎ/こんぶ（だし用）/だしかつお/味噌
/みかん/

（小麦粉・卵・牛乳・三温糖・なたね油

完了期（パクパク）   牛丼（軟飯）  粕汁  果物
米/牛肉/油揚げ/たまねぎ/ごぼう/白ごま/酒/三温糖/しょうゆ/本みりん/だしかつお/こんぶ（だし用）/さけ/にんじん/だいこん/さといも（冷）/なめこ/葉ねぎ/こ
んぶ（だし用）/だしかつお/酒かす/味噌/しょうゆ/塩/みかん/ チーズ・ベーキングパウダー）

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）   あけぼの粥   鯛と野菜の和風煮 米/にんじん/たい/キャベツ/きゅうり/たまねぎ/だしかつお/片栗粉/ シュガートースト

後期（カミカミ）   あけぼの粥  ぶりの照り焼き  お浸し  すまし汁
米/にんじん/ぶり/しょうゆ/本みりん/三温糖/酒/片栗粉/キャベツ/きゅうり/だしかつお/しょうゆ/手鞠麩/たまねぎ/水菜/こんぶ（だし用）/だしかつお/塩/しょう
ゆ/

（食パン・マーガリン・グラニュー糖）

完了期（パクパク）   あけぼのごはん（軟飯）  ぶりの照り焼き  さっぱりこぶ和え  すまし汁
米/こんぶ（だし用）/塩/にんじん/だしかつお/三温糖/しょうゆ/ぶり/しょうゆ/みりん/三温糖/酒/片栗粉/キャベツ/きゅうり/にんじん/塩こんぶ/酢/手鞠麩/えの
きたけ/たまねぎ/水菜/こんぶ（だし用）/だしかつお/塩/しょうゆ/

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

中期（モグモグ）   お粥  鮭と彩り野菜のとろとろ 米/さけ/こまつな/にんじん/だいこん/さといも（冷）/こんぶ（だし用）/だしかつお/片栗粉/ じゃこチップ・菓子

後期（カミカミ）   スタミナっとう丼（お粥）  小松菜の煮浸し  根菜の味噌汁
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/こまつな/だしかつお/こんぶ（だし用）/しょうゆ/本みりん/にんじん/だいこん/さといも（冷）/葉ね
ぎ/こんぶ（だし用）/だしかつお/味噌/

（かえりちりめん・三温糖・しょうゆ・本みりん・酒・まんまるソフトせんべい）

完了期（パクパク）   スタミナっとう丼（軟飯）  小松菜の煮浸し  粕汁
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/刻みのり/こまつな/にんじん/えのきたけ/油揚げ/だしかつお/こんぶ（だし用）/しょうゆ/本みりん
/さけ/にんじん/だいこん/さといも（冷）/なめこ/葉ねぎ/こんぶ（だし用）/だしかつお/酒かす/味噌/しょうゆ/塩/

初期（ゴックン）   パン粥  じゃがいも  人参 食パン/じゃがいも/にんじん/

中期（モグモグ）   パン粥  ホコホコポテト 食パン/鶏ささみ/にんじん/たまねぎ/じゃがいも/ 七草ごはん

後期（カミカミ）   ロールパン  鶏と野菜のミルク煮  ゆで野菜 ロールパン/鶏肉/にんじん/たまねぎ/じゃがいも/ブロッコリー/牛乳/塩/片栗粉/きゅうり/にんじん/ （米・油揚げ・春の七草・白ごま・ごま油

完了期（パクパク）   ロールパン  クリームシチュー  ごぼうサラダ
ロールパン/鶏肉/牛乳/スキムミルク/にんじん/たまねぎ/じゃがいも/しめじ/ブロッコリー/バター/小麦粉/コンソメ/塩/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/

しょうゆ・本みりん・こんぶ（だし用）・だしかつお・塩）

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

中期（モグモグ）   お粥  白身魚と彩り野菜のぽってり和え 米/たい/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/キャベツ/ほうれんそう/ 小松菜とさつまいも蒸しパン

後期（カミカミ）   お粥  白身魚のフライ  ゆで野菜  スープ 米/たら/塩/小麦粉/卵/パン粉/なたね油/にんじん/たまねぎ/キャベツ/じゃがいも/ほうれんそう/だしかつお/塩/ （小麦粉・卵・牛乳・小松菜・さつまいも・三温糖

完了期（パクパク）   軟飯  白身魚のフライ  ほうれん草ともやしのナムル  トマトスープ
米/たら/塩/小麦粉/卵/パン粉/なたね油/ほうれんそう/大豆もやし/にんじん/ごま油/しょうゆ/塩/あらびきウインナー/たまねぎ/キャベツ/じゃがいも/ホールトマ
ト缶/塩/コンソメ/ なたね油・ベーキングパウダー）

初期（ゴックン）   おじや 米/にんじん/たまねぎ/こまつな/

中期（モグモグ）   おじや 米/にんじん/たまねぎ/こまつな/

後期（カミカミ）   豚と野菜のどんぶり（お粥） 米/豚肉/にんじん/たまねぎ/もやし/こまつな/塩/しょうゆ/三温糖/片栗粉/

完了期（パクパク）   ドックパン  焼きそば  果物 コッペパン/ゆで中華そば/豚肉/にんじん/たまねぎ/もやし/こまつな/なたね油/塩/ウスターソース/中濃ソース/三温糖/あおのり/みかん/

07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。

28月

05火

06水

12月29日～1月4日　冬休み

08金

09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）

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  人参  胡瓜 米/さわら/にんじん/きゅうり/

中期（モグモグ）   お粥  鰆の野菜あんかけ 米/さわら/きゅうり/にんじん/だいこん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉/ チーズ入りパンケーキ

後期（カミカミ）   お粥  焼き魚  ゆで野菜  けんちん汁 米/さわら/塩/きゅうり/にんじん/木綿豆腐/だいこん/にんじん/ねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/しょうゆ/塩/ （ホットケーキ粉・牛乳・チーズ）

完了期（パクパク）   軟飯  焼き魚  きゅうりとカニカマの酢の物  けんちん汁
米/さば/塩/きゅうり/わかめ（乾）/かにかまぼこ/三温糖/酢/しょうゆ/すりごま/鶏肉/木綿豆腐/だいこん/にんじん/ごぼう/ねぎ/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  ほうれん草 米/じゃがいも/ほうれんそう/片栗粉/

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/にんじん/たまねぎ/ほうれんそう/ りんごゼリー

後期（カミカミ）   お粥  肉じゃが  ほうれん草の黄金マヨ和え
米/牛肉/三温糖/本みりん/酒/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/いんげん（冷）/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/マヨネーズ/

（りんご果汁・三温糖・アガー）

完了期（パクパク）   軟飯  肉じゃが  ほうれん草の黄金マヨ和え
米/牛肉/三温糖/本みりん/酒/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/糸こんにゃく/いんげん（冷）/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/マヨネーズ/

初期（ゴックン）   お粥  かぼちゃ  玉葱 米/かぼちゃ/たまねぎ/

中期（モグモグ）   お粥  鰆の彩り野菜あんかけ 米/さわら/にんじん/かぼちゃ/たまねぎ/チンゲンサイ/だしかつお/片栗粉/ チーズチヂミ

後期（カミカミ）   お粥  鶏のみぞれあんかけ  ゆで野菜  味噌汁 米/鶏肉/酒/しょうゆ/だいこん/しょうゆ/三温糖/本みりん/だしかつお/にんじん/かぼちゃ/たまねぎ/チンゲンサイ/こんぶ（だし用）/いわし(煮干し)/味噌/ （小麦粉・卵・たまねぎ・にんじん・ニラ

完了期（パクパク）   軟飯  チキンのおろしポン酢かけ  チンゲンサイのナムル  味噌汁
米/鶏肉/酒/しょうゆ/しょうが/だいこん/しょうゆ/酢/三温糖/本みりん/酒/だしかつお/チンゲンサイ/もやし/にんじん/塩/しょうゆ/ごま油/油揚げ/かぼちゃ/たま
ねぎ/まいたけ/こんぶ（だし用）/いわし(煮干し)/味噌/ えび（むき身：冷）・ピザ用チーズ・塩・ごま油）

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

中期（モグモグ）   お粥  マグロと野菜のとろとろ煮 米/ツナ/にんじん/たまねぎ/じゃがいも/だしかつお/片栗粉/ のりしおごぼう

後期（カミカミ）   お粥  豚肉と野菜のトマト煮  ツナサラダ 米/豚肉/にんじん/たまねぎ/じゃがいも/ケチャップ/三温糖/しょうゆ/塩/ツナ/にんじん/キャベツ/三温糖/しょうゆ/ （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）  ツナわかめサラダ
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/中濃ソース/ケチャップ/塩/こしょう/ツナ/にんじん
/キャベツ/わかめ（乾）/三温糖/しょうゆ/酢/塩/

初期（ゴックン）   彩り野菜パン粥 食パン/チンゲンサイ/にんじん/たまねぎ/育児用ミルク/

中期（モグモグ）   彩り野菜パン粥 食パン/鶏ささみ/チンゲンサイ/にんじん/たまねぎ/育児用ミルク/

後期（カミカミ）   彩り野菜のクリームスパゲティー  コールスローサラダ スパゲティー（冷）/鶏ささみ/チンゲンサイ/にんじん/たまねぎ/塩/だしかつお/ホワイトソース/牛乳/キャベツ/きゅうり/にんじん/塩/マヨネーズ/

完了期（パクパク）   きのこクリームスパゲティー  コールスローサラダ
スパゲティー（冷）/ベーコン/チンゲンサイ/にんじん/たまねぎ/えのきたけ/しめじ/塩/こしょう/コンソメ/ホワイトソース/牛乳/キャベツ/きゅうり/にんじん/ハム/
コーン缶/塩/こしょう/マヨネーズ/

12火

09水

13木

14金

15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。

11月 成人の日



　 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  豆腐  キャベツ 米/絹ごし豆腐/キャベツ/

中期（モグモグ）   お粥  鮭と野菜のとろとろ煮 米/さけ/にんじん/キャベツ/こんぶ（だし用）/だしかつお/片栗粉/ きなこ揚げパン

後期（カミカミ）   ひじき粥  鮭の塩こうじ焼き  ゆで野菜  味噌汁
米/しょうゆ/こんぶ（だし用）/油揚げ/干しひじき/にんじん/しょうゆ/三温糖/さけ/塩こうじ/酒/塩/にんじん/絹ごし豆腐/キャベツ/こんぶ（だし用）/だしかつお/
味噌/

（コッペパン・なたね油・きな粉・三温糖・塩）

完了期（パクパク）   ひじきご飯（軟飯）  鮭の塩こうじ焼き  もやしとニラのゴマ酢あえ  味噌汁
米/しょうゆ/こんぶ（だし用）/油揚げ/干しひじき/にんじん/しょうゆ/酒/本みりん/三温糖/さけ/塩こうじ/酒/塩/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/絹ごし豆腐/キャベツ/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  ささみと根菜の和風煮 米/鶏ささみ/だいこん/にんじん/さといも/ほうれんそう/だしかつお/片栗粉/ おいものマフィン

後期（カミカミ）   お粥  大根と豚肉のみそ煮  白和え
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/にんじん/かつお・昆
布だし汁/しょうゆ/三温糖/塩/木綿豆腐/三温糖/塩/しょうゆ/

（小麦粉・卵・牛乳・さつまいも・バター・三温糖・ベーキングパウダー）

完了期（パクパク）   軟飯  大根と豚肉のみそ煮  白和え
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/にんじ
ん/しめじ/かつお・昆布だし汁/しょうゆ/三温糖/塩/木綿豆腐/すりごま/三温糖/塩/しょうゆ/

初期（ゴックン）   お粥  玉葱  人参 米/たまねぎ/にんじん/

中期（モグモグ）   お粥  白身魚の彩り野菜あんかけ 米/たい/たまねぎ/キャベツ/にんじん/ブロッコリー/だしかつお/片栗粉/ いちごジャムヨーグルト

後期（カミカミ）   お粥  白身魚のマヨ焼き  ゆで野菜  スープ 米/すずき/塩/マヨネーズ/粉チーズ/ブロッコリー/たまねぎ/キャベツ/にんじん/だしかつお/塩/ （ヨーグルト・いちごジャム）

完了期（パクパク）   軟飯  白身魚のコーンマヨ焼き  ブロッコリーのおかか和え  スープ 米/すずき/塩/マヨネーズ/クリームコーン缶/粉チーズ/パセリ粉/ブロッコリー/糸かつお/しょうゆ/ベーコン/たまねぎ/キャベツ/にんじん/しめじ/コンソメ/塩/

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  まぐろと野菜の和風煮 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/ 中華風おこわ

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/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/ （もち米・米・鶏肉・にんじん・干ししいたけ・グリンピース（冷）

完了期（パクパク）   ちゃんぽん  豚レバーの甘辛あえ  果物
ちゃんぽん麵（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/ 板こんにゃく・こんぶ（だし用）・しょうゆ・三温糖・酒・塩・ごま油）

初期（ゴックン）   お粥  かぼちゃ  大根 米/かぼちゃ/だいこん/

中期（モグモグ）   お粥  ささみと野菜のぽってり和え 米/かぼちゃ/たまねぎ/にんじん/だいこん/鶏ささみ/ 抹茶トースト

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/しょうゆ/にんじん/油揚げ/だいこん/かぼちゃ/こんぶ（だし用）/だしかつお/味噌/ （食パン・マーガリン・グラニュー糖・抹茶）

完了期（パクパク）   軟飯  千草卵  れんこんきんぴら  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/だいこん/かぼちゃ/こんぶ（だし用）/だしかつお/味噌/

初期（ゴックン）   野菜のお粥 米/チンゲンサイ/たまねぎ/なす/

中期（モグモグ）   鮭と野菜のお粥 米/さけ/チンゲンサイ/たまねぎ/なす/

後期（カミカミ）   豚のあんかけ丼（お粥）  りんごのやわらか煮 米/豚肉/チンゲンサイ/たまねぎ/なす/三温糖/しょうゆ/だしかつお/片栗粉/りんご/

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/

18月

19火

20水

21木

22金

23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。



　 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  玉葱 米/にんじん/たまねぎ/

中期（モグモグ）   お粥  お麩のぽってり煮 米/切り麩/にんじん/きゅうり/たまねぎ/だしかつお/片栗粉/ お麩ラスク

後期（カミカミ）   お粥  鶏の照り焼き  ゆで野菜  味噌汁 米/鶏肉/しょうゆ/本みりん/片栗粉/にんじん/きゅうり/切り麩/水菜/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/味噌/ （麩・三温糖・バター）

完了期（パクパク）   軟飯  鶏の香味焼き  カムカムサラダ  味噌汁
米/鶏肉/ねぎ/しょうが/しょうゆ/本みりん/酒/ごま油/切り干しだいこん/にんじん/きゅうり/もやし/しょうゆ/三温糖/塩/ごま油/切り麩/なめこ/水菜/たまねぎ/だ
しかつお/こんぶ（だし用）/味噌/

初期（ゴックン）   お粥  人参  白菜 米/にんじん/はくさい/

中期（モグモグ）   お粥  鰆と野菜の味噌風味煮 米/さわら/にんじん/はくさい/たまねぎ/だしかつお/味噌/片栗粉/ 果物・チーズ

後期（カミカミ）   お粥  鰆の竜田揚げ  うの花炒り煮  すまし汁
米/さわら/片栗粉/なたね油/しょうゆ/本みりん/酒/おから/油揚げ/にんじん/葉ねぎ/なたね油/しょうゆ/三温糖/酒/本みりん/にんじん/トウミョウ/はくさい/片栗
粉/こんぶ（だし用）/だしかつお/しょうゆ/塩/

（いよかん・チーズ）

完了期（パクパク）   軟飯  鯖の竜田揚げ  うの花炒り煮  かきたま汁
米/さば/しょうが/片栗粉/なたね油/しょうゆ/本みりん/酒/おから/鶏肉/油揚げ/にんじん/干ししいたけ/葉ねぎ/つきこんにゃく/なたね油/しょうゆ/三温糖/酒/
みりん/卵/にんじん/トウミョウ/はくさい/えのきたけ/片栗粉/こんぶ（だし用）/だしかつお/しょうゆ/塩/

初期（ゴックン）   お粥  大豆  チンゲン菜 米/だいず水煮/チンゲンサイ/片栗粉/

中期（モグモグ）   お粥  大豆のぽってり煮 米/だいず水煮/たまねぎ/にんじん/チンゲンサイ/だしかつお/片栗粉/ さつまいものクラスク

後期（カミカミ）   お粥  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/牛肉/たまねぎ/にんじん/なたね油/だしかつお/ホールトマト缶/三温糖/味噌/塩/チンゲンサイ/もやし/ツナ/マヨネーズ/塩/ （さつまいも・なたね油・三温糖・バター・スキムミルク）

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/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）   お粥  豆腐  さつまいも 米/絹ごし豆腐/さつまいも/

中期（モグモグ）   お粥  豆腐と彩り野菜のあんかけ 米/絹ごし豆腐/たまねぎ/にんじん/さつまいも/はくさい/だしかつお/片栗粉/ パングラタン

後期（カミカミ）   豆腐のふわふわ丼ぶり（お粥）  いんげんのお浸し  味噌汁
米/油揚げ/三温糖/しょうゆ/絹ごし豆腐/たまねぎ/葉ねぎ/にんじん/しょうゆ/三温糖/本みりん/こんぶ（だし用）/だしかつお/片栗粉/水/酒/いんげん/にんじん
/だしかつお/しょうゆ/さつまいも/はくさい/葉ねぎ/だしかつお/味噌/

（食パン・たまねぎ・ほうれんそう・コーン缶・牛乳

完了期（パクパク）   豆腐のふわふわ丼ぶり（軟飯）  いんげんのピーナツバター和え  味噌汁
米/油揚げ/三温糖/しょうゆ/絹ごし豆腐/たまねぎ/葉ねぎ/にんじん/干ししいたけ/しょうゆ/三温糖/本みりん/こんぶ（だし用）/だしかつお/片栗粉/酒/しょうが/
いんげん/にんじん/鶏ささみ/ピーナツバター/しょうゆ/三温糖/さつまいも/はくさい/しめじ/葉ねぎ/だしかつお/味噌/水/ ピザ用チーズ・ホワイトソース）

初期（ゴックン）   お粥  かぼちゃ  ブロッコリー 米/かぼちゃ/ブロッコリー/

中期（モグモグ）   お粥  彩り野菜のコロコロ和え 米/かぼちゃ/たまねぎ/にんじん/ブロッコリー/ コーン蒸しパン

後期（カミカミ）   お粥  ふんわりハンバーグ  ゆで野菜  ミルクスープ 米/合びき肉/たまねぎ/チーズ/パン粉/牛乳/卵/塩/バター/ブロッコリー/にんじん/かぼちゃ/たまねぎ/牛乳/だしかつお/塩/ （小麦粉・卵・牛乳・三温糖・なたね油

完了期（パクパク）   軟飯  ミートローフ  きゅうりの黒ごまサラダ  ミルクスープ
米/合びき肉/たまねぎ/ミックスベジタブル（冷）/チーズ/パン粉/牛乳/卵/塩/こしょう/ナツメグ/ケチャップ/ウスターソース/バター/きゅうり/ブロッコリー/にんじん
/黒ごま/塩/しょうゆ/ベーコン/かぼちゃ/たまねぎ/しいたけ/牛乳/コンソメ/塩/

ベーキングパウダー・コーン缶）

初期（ゴックン）   野菜のパン粥 食パン/にんじん/たまねぎ/育児用ミルク/

中期（モグモグ）   ツナとトマトのパン粥 食パン/ツナ/キャベツ/トマト/育児用ミルク/

後期（カミカミ）   ロールパン  ツナサラダ  チーズ入り野菜スープ コッペパン/ツナ/キャベツ/マヨネーズ/トマト/チーズ/レタス/だしかつお/塩/

完了期（パクパク）   ロールパン  ツナサラダ  チーズ入り野菜スープ コッペパン/ツナ/キャベツ/マヨネーズ/ベーコン/トマト/チーズ/レタス/しめじ/コンソメ/塩/

26火

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。

25月

27水

28木

29金

30土


