
※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

03月 初期

中期

後期

完了期

普通食

04火 初期

中期

後期

完了期

普通食

05水 初期

中期

後期

完了期

普通食

06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
お粥  鶏肉の和風煮  すまし汁 胚芽米　　鶏もも肉/キャベツ/にんじん/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  鶏肉のケチャップ煮  お味噌汁 胚芽米　　鶏もも肉/キャベツ/にんじん/ケチャップ/片栗粉　　たまねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

ゆかりおにぎり

完了期
軟飯  鶏肉のケチャップソテー  オクラとキャベツのおか
か和え  お味噌汁

胚芽米　　鶏もも肉/にんにく/食塩/こしょう/酒/ケチャップ/トマトピューレ/お好みソース/上白糖/片栗粉　　オクラ/キャベツ/にんじん/しょうゆ
/糸かつお　　たまねぎ/わかめ（乾）/なめこ/花麩/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用） （胚芽米・ゆかり）

普通食
ご飯  鶏肉のケチャップソテー  オクラとキャベツのおかか
和え  お味噌汁

胚芽米　　鶏もも肉/にんにく/食塩/こしょう/酒/ケチャップ/トマトピューレ/お好みソース/上白糖/片栗粉　　オクラ/キャベツ/にんじん/しょうゆ
/糸かつお　　たまねぎ/わかめ（乾）/なめこ/花麩/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

07金
初期

つぶし粥  じゃがいもマッシュ  たまねぎペースト  白菜
スープ

胚芽米　　じゃがいも　　たまねぎ　　はくさい/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  肉じゃが  すまし汁 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）　　はくさい/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　　牛肉/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）　　はくさい/にんじん/コンソメ/食塩 蒸しケーキ

完了期
軟飯  肉じゃが  白菜とハムのマヨサラダ 胚芽米　　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/しょうゆ/上白糖/本みりん/だしかつお/こんぶ（だし用）　　はくさい

/ハム（卵）/にんじん/マヨネーズ/食塩/こしょう （※１ホットケーキミックス・牛乳・上白糖）

普通食
ご飯  肉じゃが  白菜とハムのマヨサラダ 胚芽米　　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/しょうゆ/上白糖/本みりん/だしかつお/こんぶ（だし用）　　はくさい

/ハム（卵）/にんじん/マヨネーズ/食塩/こしょう

08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  いちご 胚芽米/にんじん/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　いちご

後期   おじや  いちご 胚芽米/にんじん/たまねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　いちご

完了期   ちゃんぽん  いちご ゆで中華めん/豚肉/にんじん/たまねぎ/もやし/キャベツ/食塩/こしょう/なたね油/コンソメ/しょうゆ　　いちご

普通食   ちゃんぽん  いちご ゆで中華めん/豚肉/にんじん/たまねぎ/もやし/キャベツ/食塩/こしょう/なたね油/コンソメ/しょうゆ　　いちご

　

離乳食献立表

※ 1　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

みどりの日

こどもの日

憲法記念日



※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。

献立名 材料名 おやつ

10月
初期

つぶし粥  麩のペースト  ブロッコリーペースト  にんじん
スープ

胚芽米　　切り麩　　ブロッコリー　　にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  たらの味噌煮  にんじんスープ 胚芽米　　たら/ブロッコリー/だいこん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　にんじん/たまねぎ/切り麩/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  さわらの味噌煮  にんじんスープ 胚芽米　　さわら/ブロッコリー/だいこん/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　にんじん/たまねぎ/切り麩/しょうゆ/だしかつお/こんぶ

（だし用） オレンジゼリー

完了期
軟飯  さわらの味噌だれかけ  大根サラダ  すまし汁 胚芽米　　さわら/食塩/味噌/上白糖/しょうゆ/みりん/酒/片栗粉/白ねぎ　　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/食塩　　オクラ/たまねぎ/切り麩/えのきたけ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/食塩 （オレンジ天然果汁・上白糖・アガー、みかん缶）

普通食
ご飯  さわらの味噌だれかけ  大根サラダ  すまし汁 胚芽米　　さわら/食塩/味噌/上白糖/しょうゆ/みりん/酒/片栗粉/白ねぎ　　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/食塩　　オクラ/たまねぎ/切り麩/えのきたけ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/食塩

11火
初期

つぶし粥  豆腐マッシュ  ほうれんそうペースト  白菜スー
プ

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

中期 お粥  豆腐の彩り煮  すまし汁 胚芽米　　絹ごし豆腐/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）/片栗粉　　はくさい/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期 お粥  豆腐の彩り煮  すまし汁 胚芽米　　絹ごし豆腐/豚ひき肉/ほうれんそう/たまねぎ/にんじん/味噌/片栗粉　　はくさい/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用） ホットケーキ

完了期
マーボー丼（軟飯）  ほうれん草のナムル  中華スープ 胚芽米/木綿豆腐/豚ひき肉/たまねぎ/にんじん/にら/ごま油/しょうゆ/味噌/上白糖/中華だし/片栗粉/しょうが/にんにく　　ほうれんそう/もや

し/にんじん/ごま油/しょうゆ/白ごま/食塩　　葉ねぎ/コーン缶/干ししいたけ/はくさい/中華だし/しょうゆ/食塩 （※1　ホットケーキ粉・牛乳）

普通食
マーボー丼（ご飯）  ほうれん草のナムル  中華スープ 胚芽米/木綿豆腐/豚ひき肉/たまねぎ/にんじん/にら/ごま油/しょうゆ/味噌/上白糖/中華だし/片栗粉/しょうが/にんにく　　ほうれんそう/もや

し/にんじん/ごま油/しょうゆ/白ごま/食塩　　葉ねぎ/コーン缶/干ししいたけ/はくさい/中華だし/しょうゆ/食塩

12水
初期

つぶし粥  じゃがいもマッシュ  にんじんペースト  ブロッコ
リースープ

胚芽米　　じゃがいも　　にんじん　　ブロッコリー/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期 お粥  鮭とじゃがいもの煮物  ブロッコリースープ 胚芽米　　鮭/じゃがいも/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　ブロッコリー/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期 お粥  鮭とじゃがいもの煮物  ブロッコリースープ 胚芽米　　鮭/じゃがいも/にんじん/コンソメ/食塩/片栗粉　　ブロッコリー/にんじん/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用） 人参おにぎり

完了期
ロールパン  サーモンチャウダー  クラフトディナー風サラ
ダ

ロールパン（小麦・マーガリン、牛乳）　　鮭/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/グリーンアスパラガス/しめじ/シチュールウ（小麦・チーズ・乳製品）/
牛乳/コンソメ/食塩/こしょう　　マカロニ/にんじん/ブロッコリー/たまねぎ/マヨネーズ/食塩/こしょう/粉チーズ （胚芽米・塩・にんじん）

普通食
ロールパン  サーモンチャウダー  クラフトディナー風サラ
ダ

ロールパン（小麦・マーガリン、牛乳）　　鮭/じゃがいも/にんじん/たまねぎ/グリーンアスパラガス/しめじ/シチュールウ（小麦・チーズ・乳製品）/
牛乳/コンソメ/食塩/こしょう　　マカロニ/にんじん/ブロッコリー/たまねぎ/マヨネーズ/食塩/こしょう/粉チーズ

13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 お粥  にんじんのそぼろ煮  キャベツスープ 胚芽米　　鶏ささみ/にんじん/たまねぎ/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  にんじんのそぼろ煮  キャベツスープ 胚芽米　　豚ひき肉/にんじん/たまねぎ/ケチャップ/片栗粉　　キャベツ/コンソメ/食塩 バナナヨーグルト

完了期
軟飯  ハンバーグ（デミグラスソース）  ごぼうサラダ  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/食塩/ナツメグ/しょうゆ/デミグラスソース/ケチャップ/上白糖　　ご
ぼう/にんじん/きゅうり/もやし/ツナ/コーン缶/しょうゆ/上白糖　　キャベツ/ベーコン（卵不使用）/葉ねぎ/コンソメ/食塩 (バナナ・脱脂粉乳・フロッピーカルチャー・上白糖）

普通食
ご飯  ハンバーグ（デミグラスソース）  ごぼうサラダ  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/食塩/ナツメグ/しょうゆ/デミグラスソース/ケチャップ/上白糖　　ご
ぼう/にんじん/きゅうり/もやし/ツナ/コーン缶/しょうゆ/上白糖　　キャベツ/ベーコン（卵不使用）/葉ねぎ/コンソメ/食塩 ※２　あんぱんまんせんべい

14金
初期

つぶし粥  にんじんペースト  豆腐マッシュ  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  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　　絹ごし豆腐/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鶏肉と根菜の煮物  お味噌汁 胚芽米　　鶏もも肉/にんじん/だいこん/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　絹ごし豆腐/たまねぎ/味噌/だしかつお/こん

ぶ（だし用） 蒸しパン

完了期
鶏とたけのこの炊き込みご飯（軟飯）  きゅうりとしらすのご
まポン酢和え  お味噌汁

胚芽米/鶏もも肉/にんじん/たけのこ（水煮缶）/干ししいたけ/油揚げ/食塩/しょうゆ/みりん/酒/こんぶ（だし用）　　きゅうり/にんじん/だいこん/
※３チリメン/ポン酢/上白糖/しょうゆ/白ごま　　絹ごし豆腐/かぶ/たまねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用） （※１ホットケーキミックス・牛乳・上白糖）

普通食
鶏とたけのこの炊き込みご飯（ご飯）  きゅうりとしらすのご
まポン酢和え  お味噌汁

胚芽米/鶏もも肉/にんじん/たけのこ（水煮缶）/干ししいたけ/油揚げ/食塩/しょうゆ/みりん/酒/こんぶ（だし用）　　きゅうり/にんじん/だいこん/
※３チリメン/ポン酢/上白糖/しょうゆ/白ごま　　絹ごし豆腐/かぶ/たまねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

15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/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/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　オレンジ

完了期
肉うどん  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）/上白糖/しょうゆ/本みりん/片栗粉　　オレンジ

普通食
肉うどん  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）/上白糖/しょうゆ/本みりん/片栗粉　　オレンジ

　

離乳食献立表

※ 1　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

※ ２　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

※３ チリメン・いりこには、極希にエビやカニ、タコが混ざっていることがあります。そのこともふまえて確認をしていただけますよう、よろしくお願いします。






