
※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。

献立名 材料名 おやつ

05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　　絹ごし豆腐　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

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

後期
お粥  鮭と豆腐の煮物  お味噌汁 胚芽米　　鮭/にんじん/絹ごし豆腐/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　葉ねぎ/たまねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし

用） いちご

完了期
軟飯  鮭の塩焼き  にんじんサラダ  お味噌汁 胚芽米　　鮭/塩　　にんじん/きゅうり/ツナ/コーン缶/しょうゆ/上白糖/酢　　葉ねぎ/たまねぎ/切り干しだいこん/絹ごし豆腐/味噌/だしかつお

/こんぶ（だし用） ※１　ハイハイン

普通食
ご飯  鮭の塩焼き  にんじんサラダ  お味噌汁 胚芽米　　鮭/塩　　にんじん/きゅうり/ツナ/コーン缶/しょうゆ/上白糖/酢　　葉ねぎ/たまねぎ/切り干しだいこん/絹ごし豆腐/味噌/だしかつお

/こんぶ（だし用）

06火
初期

つぶし粥  じゃがいもペースト  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  肉じゃが  コンソメスープ 胚芽米　　鶏ささみ/じゃがいも/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　キャベツ/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  肉じゃが  コンソメスープ 胚芽米　　豚肉/じゃがいも/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　　キャベツ/にんじん/コンソメ/塩

ゆかりおにぎり

完了期
カレーライス（軟飯）  オクラとキャベツのおかか和え 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　　オクラ/キャベツ/にんじん/しょ

うゆ/糸かつお （胚芽米・ゆかり）

普通食
カレーライス  オクラとキャベツのおかか和え 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　　オクラ/キャベツ/にんじん/しょ

うゆ/糸かつお

07水
初期

つぶし粥  豆腐ペースト  じゃがいもペースト  ほうれんそ
うスープ

胚芽米　　絹ごし豆腐　　ほうれんそう　　だいこん/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  たまねぎとたらの煮物  豆腐のくずし汁 胚芽米　　たまねぎ/たら/ほうれんそう/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　絹ごし豆腐/だいこん/はくさい/だしかつお/こんぶ（だ

し用）

後期
お粥  たまねぎのそぼろ煮  豆腐のくずし汁 胚芽米　　たまねぎ/豚ひき肉/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　　木綿豆腐/だいこん/はくさい/

味噌/だしかつお/こんぶ（だし用） バナナ蒸しパン

完了期
なっとうごはん（軟飯）  ほうれん草とえのきのおひたし  豆
腐のくずし汁

胚芽米/納豆/豚ひき肉/たまねぎ/にんじん/もやし/にんにく/にら/しょうゆ/上白糖/本みりん　　ほうれんそう/えのきたけ/にんじん/しょうゆ/花
かつお　　絹ごし豆腐/だいこん/はくさい/たまねぎ/にんじん/葉ねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

普通食
なっとうごはん  ほうれん草とえのきのおひたし  豆腐のく
ずし汁

胚芽米/納豆/豚ひき肉/たまねぎ/にんじん/もやし/にんにく/にら/しょうゆ/上白糖/本みりん　　ほうれんそう/えのきたけ/にんじん/しょうゆ/花
かつお　　絹ごし豆腐/だいこん/はくさい/たまねぎ/にんじん/葉ねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

08木
初期

つぶし粥  にんじんペースト  たまねぎペースト  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 お粥  鶏肉の和風煮  すまし汁 胚芽米　　鶏もも肉/にんじん/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  鶏肉の和風煮  コンソメスープ 胚芽米　　鶏もも肉/にんじん/きゅうり/砂糖/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　切り麩/たまねぎ/コンソメ/塩 ピーチゼリー

完了期
軟飯  鶏の唐揚げ  春雨サラダ  中華スープ 胚芽米　　鶏もも肉/しょうゆ/酒/片栗粉/小麦粉/なたね油　　きゅうり/はるさめ/にんじん/コーン缶/砂糖/酢/しょうゆ　　チンゲンサイ/たまねぎ

/エリンギィ/にら/中華だし/しょうゆ/塩 （もも果汁、もも缶、アガー、上白糖）

普通食
ご飯  鶏の唐揚げ 　春雨サラダ  中華スープ 胚芽米　　鶏もも肉/しょうゆ/酒/片栗粉/小麦粉/なたね油　　きゅうり/はるさめ/にんじん/コーン缶/砂糖/酢/しょうゆ　　チンゲンサイ/たまねぎ

/エリンギィ/にら/中華だし/しょうゆ/塩

09金
初期

つぶし粥  たまねぎペースト  豆腐ペースト  にんじんスー
プ

胚芽米　　たまねぎ　　絹ごし豆腐　　にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  キャベツの煮物  すまし汁 胚芽米　　キャベツ/かれい/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/こまつな/絹ごし豆腐/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期 お粥  キャベツのケチャップ煮  お味噌汁 胚芽米　　キャベツ/豚ひき肉/にんじん/ケチャップ/片栗粉　　たまねぎ/こまつな/絹ごし豆腐/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用） ホットケーキ

完了期
軟飯  ハンバーグ  かぶの塩昆布サラダ  お味噌汁 胚芽米　　牛ひき肉/豚ひき肉/たまねぎ/しいたけ/パン粉/片栗粉/塩/ナツメグ/しょうゆ/ケチャップ　　かぶ/キャベツ/にんじん/塩こんぶ/オ

リーブオリル/なたね油/酢/砂糖　　こまつな/しめじ/絹ごし豆腐/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用） （※２　ホットケーキ粉・牛乳）

普通食
ご飯  ハンバーグ  かぶの塩昆布サラダ  お味噌汁 胚芽米　　牛ひき肉/豚ひき肉/たまねぎ/しいたけ/パン粉/片栗粉/塩/ナツメグ/しょうゆ/ケチャップ　　かぶ/キャベツ/にんじん/塩こんぶ/オ

リーブオリル/なたね油/酢/砂糖　　こまつな/しめじ/絹ごし豆腐/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

10土
初期

つぶし粥  にんじんペースト  たまねぎスープ  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/にんじん/たまねぎ/もやし/キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　オレンジ

後期 おじや  オレンジ 胚芽米/にんじん/たまねぎ/もやし/キャベツ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　オレンジ

完了期 ちゃんぽん  オレンジ 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/なたね油/コンソメ/しょうゆ　　オレンジ

普通食 ちゃんぽん  オレンジ 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/なたね油/コンソメ/しょうゆ　　オレンジ

（小麦粉、上白糖、牛乳、バナ
ナ、ベーキングパウダー、食塩）

※ ２　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

※１　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



※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。

献立名 材料名 おやつ

12月
初期

つぶし粥  にんじんペースト  お麩ペースト  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  かれいの和風煮  すまし汁 胚芽米　　かれい/ねぎ/にんじん/もやし/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/切り麩/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/ねぎ/にんじん/もやし/上白糖/味噌/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/切り麩/しょうゆ/だしかつお/

こんぶ（だし用）/塩 でこぽん

完了期
ご飯（軟飯）  かれいのみそだれかけ  カムカムサラダ  す
まし汁

胚芽米　　かれい/塩/ごま油/しょうが/ねぎ/上白糖/味噌/しょうゆ/みりん/酒/片栗粉　　切り干しだいこん/にんじん/きゅうり/もやし/しょうゆ/
砂糖/塩/ごま油　　葉ねぎ/えのきたけ/たまねぎ/切り麩/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩 ※１　ハイハイン

普通食
ご飯  かれいのみそだれかけ  カムカムサラダ  すまし汁 胚芽米　　かれい/塩/ごま油/しょうが/ねぎ/上白糖/味噌/しょうゆ/みりん/酒/片栗粉　　切り干しだいこん/にんじん/きゅうり/もやし/しょうゆ/

砂糖/塩/ごま油　　葉ねぎ/えのきたけ/たまねぎ/切り麩/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩

13火
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　　かぼちゃ　　にんじん　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 おじや  コロコロにんじん  すまし汁 胚芽米/鮭/ブロッコリー/かぼちゃ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　にんじん/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期 おじや  コロコロにんじん  コンソメスープ 胚芽米/豚ひき肉/ブロッコリー/かぼちゃ/しょうゆ/砂糖/だしかつお/こんぶ（だし用）　　にんじん/たまねぎ/コンソメ/食塩 ココアケーキ

完了期
ミートスパゲティー  かぼちゃのサラダ スパゲティー/豚ひき肉/しいたけ/にんにく/たまねぎ/セロリー/にんじん/グリーンピース/コンソメ/トマトピューレ/ケチャップ/ウスターソース（大

豆・りんご含む）/砂糖/油/食塩/粉チーズ/オリーブオイル　　かぼちゃ/にんじん/ブロッコリー/干しぶどう/マヨネーズ/食塩 （※２　ホットケーキ粉・ココア・牛乳）

普通食
ミートスパゲティー  かぼちゃのサラダ スパゲティー/豚ひき肉/しいたけ/にんにく/たまねぎ/セロリー/にんじん/グリーンピース/コンソメ/トマトピューレ/ケチャップ/ウスターソース（大

豆・りんご含む）/砂糖/油/食塩/粉チーズ/オリーブオイル　　かぼちゃ/にんじん/ブロッコリー/干しぶどう/マヨネーズ/食塩

14水
初期

つぶし粥  じゃがいもペースト  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  鶏ささみとじゃがいもの煮物  すまし汁 胚芽米　　鶏ささみ/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/かぶ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　キャベツ/わかめ（乾）/だしかつお/こんぶ（だ

し用）

後期
お粥  鶏もも肉とじゃがいものコンソメ煮  すまし汁 胚芽米　　鶏もも肉/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/かぶ/コンソメ/塩/片栗粉　　キャベツ/わかめ（乾）/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）

スイートポテト

完了期
ロールパン  クリームシチュー  ツナわかめサラダ ロールパン（小麦・マーガリン、牛乳）　　鶏もも肉/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/かぶ/かぶ・葉/しめじ/コンソメ/塩/こしょう/シチュールウ（小

麦・チーズ・乳製品）/牛乳　　ツナ/にんじん/キャベツ/わかめ（乾）/上白糖/しょうゆ/酢 （さつまいも・牛乳・上白糖）

普通食
ロールパン  クリームシチュー  ツナわかめサラダ ロールパン（小麦・マーガリン、牛乳）　　鶏もも肉/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/かぶ/かぶ・葉/しめじ/コンソメ/塩/こしょう/シチュールウ（小

麦・チーズ・乳製品）/牛乳　　ツナ/にんじん/キャベツ/わかめ（乾）/上白糖/しょうゆ/酢

15木
初期

つぶし粥  たまねぎペースト  豆腐ペースト  にんじんスー
プ

胚芽米　　たまねぎ　　絹ごし豆腐　　にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  かれいとにんじんの和風煮  すまし汁 胚芽米　　かれい/にんじん/たまねぎ/葉ねぎ/こんぶ（だし用）/だしかつお/片栗粉　　こまつな/絹ごし豆腐/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  豚ひき肉とにんじんの和風煮  お味噌汁 胚芽米　　豚ひき肉/にんじん/たまねぎ/葉ねぎ/しょうゆ/上白糖/こんぶ（だし用）/だしかつお/片栗粉　　こまつな/絹ごし豆腐/味噌/だしかつ

お/こんぶ（だし用） わかめおにぎり

完了期
ご飯（軟飯）  千草卵  もやしのごま油和え  お味噌汁 胚芽米　　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/卵/塩　　こまつな/もやし/にんじん/ごま油/しょうゆ/白ごま

/塩　　ほうれんそう/たまねぎ/切り干しだいこん/絹ごし豆腐/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用） （胚芽米・わかめふりかけ）

普通食
ご飯  千草卵  もやしのごま油和え  お味噌汁 胚芽米　　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/卵/塩　　こまつな/もやし/にんじん/ごま油/しょうゆ/白ごま

/塩　　ほうれんそう/たまねぎ/切り干しだいこん/絹ごし豆腐/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

16金
初期

お粥  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　　たまねぎ　　ブロッコリー　　だいこん/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  たらと大根の煮物  すまし汁 胚芽米　　たら/だいこん/ブロッコリー/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　わかめ（乾）/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  さわらと大根の煮物  すまし汁 胚芽米　　さわら/だいこん/ブロッコリー/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　わかめ（乾）/たまねぎ/しょうゆ/だしかつお/

こんぶ（だし用）/塩 じゃがいものチーズ焼き

完了期
ご飯（軟飯）  さわらの生姜煮  もくもく野菜のおかか和え
すまし汁

胚芽米　　さわら/しょうが/上白糖/しょうゆ/みりん/だいこん　　ブロッコリー/カリフラワー/しょうゆ/糸かつお　　わかめ（乾）/みつば/たまねぎ/
しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩

普通食
ご飯  さわらの生姜煮  もくもく野菜のおかか和え  すまし
汁

胚芽米　　さわら/しょうが/上白糖/しょうゆ/みりん/だいこん　　ブロッコリー/カリフラワー/しょうゆ/糸かつお　　わかめ（乾）/みつば/たまねぎ/
しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/塩

17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 肉うどん  バナナ 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）　　バナナ

後期 肉うどん  バナナ 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）　　バナナ

完了期 肉うどん  バナナ ゆでうどん/にんじん/たまねぎ/はくさい/しめじ/葉ねぎ/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）　　バナナ

普通食 肉うどん  バナナ ゆでうどん/にんじん/たまねぎ/はくさい/しめじ/葉ねぎ/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）　　バナナ

　

（じゃがいも・コーン缶・とろける
チーズ・バター・パセリ粉・塩）

離乳食献立表

※１ 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）

※ ２　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


