
※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枚を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。後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

01月 初期 つぶし粥  ブロッコリーペースト  にんじんペースト  麩のスープ 胚芽米　　ブロッコリー（冷凍）　　にんじん　　切り麩（小麦）/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/ブロッコリー（冷凍）/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/切り麩（小

麦）/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期 お粥  かれいのケチャップ煮  コンソメスープ 胚芽米　　かれい/ブロッコリー（冷凍）/にんじん/ケチャップ/片栗粉　　たまねぎ/切り麩（小麦）/コンソメ/食塩 ジャムサンド

完了期

軟飯  かれいのムニエル（トマトソース添え）  大根サラダ（水
菜）  中華スープ

胚芽米　　かれい/食塩/こしょう/小麦粉/オリーブオイル/バター/ホールトマト缶詰/ケチャップ/コンソメ/上白
糖/片栗粉/パセリ粉　　だいこん/にんじん/ブロッコリー（冷凍）/水菜/上白糖/しょうゆ/糸かつお/　　にら/た
まねぎ/切り麩（小麦）/中華だし//しょうゆ

（食パン（小麦、脱脂粉乳）、いちごジャム）

普通食

ご飯  かれいのムニエル（トマトソース添え）  大根サラダ（水菜）
中華スープ

胚芽米　　かれい/食塩/こしょう/小麦粉/オリーブオイル/バター/ホールトマト缶詰/ケチャップ/コンソメ/上白
糖/片栗粉/パセリ粉　　だいこん/にんじん/ブロッコリー（冷凍）/水菜/上白糖/しょうゆ/糸かつお/　　にら/た
まねぎ/切り麩（小麦）/中華だし//しょうゆ

02火 初期 つぶし粥  たまねぎペースト  豆腐ペースト  キャベツスープ 胚芽米　　たまねぎ　　絹ごし豆腐　　キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  ささみとキャベツの煮物  豆腐スープ 胚芽米　　鶏ささみ/たまねぎ/キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　絹ごし豆腐/にんじん/だしか

つお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  ささみとキャベツの煮物  豆腐スープ 胚芽米　　鶏ささみ/たまねぎ/キャベツ/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/

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
軟飯  ささみチーズフライ  昆布和え  すまし汁 胚芽米　　鶏ささみ/卵/小麦粉/パン粉（小麦）/粉チーズ/なたね油/食塩/こしょう　　きゅうり/キャベツ/にんじ

ん/塩こんぶ　　たまねぎ/葉ねぎ/しめじ/絹ごし豆腐/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/食塩 ※１　ハイハイン

普通食
ご飯  ささみチーズフライ  昆布和え  すまし汁 胚芽米　　鶏ささみ/卵/小麦粉/パン粉（小麦）/粉チーズ/なたね油/食塩/こしょう　　きゅうり/キャベツ/にんじ

ん/塩こんぶ　　たまねぎ/葉ねぎ/しめじ/絹ごし豆腐/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/食塩

03水 初期

中期

後期

完了期

普通食

04木
初期

つぶし粥  かぼちゃペースト  ブロッコリーペースト  にんじん
スープ

胚芽米　　かぼちゃ　　ブロッコリー（冷凍）　　にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鶏肉の彩り煮  すまし汁 胚芽米　　鶏もも肉/かぼちゃ/黄ピーマン/ブロッコリー（冷凍）/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　にんじ

ん/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鶏肉の彩り煮  すまし汁 胚芽米　　鶏もも肉/かぼちゃ/黄ピーマン/ブロッコリー（冷凍）/コンソメ/片栗粉　　にんじん/たまねぎ/しょうゆ

/だしかつお/こんぶ（だし用） ゆかりおにぎり

完了期
ロールパン  かぼちゃのクリームシチュー  キャベツのマリネ 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/かぼちゃ/しめじ/ブロッコリー（冷凍）/コ

ンソメ/食塩/シチュールウ（小麦・チーズ・乳製品）/牛乳/片栗粉/こしょう　　キャベツ/きゅうり/たまねぎ/黄ピー
マン/赤ピーマン/酢/オリーブオイル/上白糖/食塩

（胚芽米、ゆかり）

普通食

ロールパン  かぼちゃのクリームシチュー  キャベツのマリネ 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/かぼちゃ/しめじ/ブロッコリー（冷凍）/コ
ンソメ/食塩/シチュールウ（小麦・チーズ・乳製品）/牛乳/片栗粉/こしょう　　キャベツ/きゅうり/たまねぎ/黄ピー
マン/赤ピーマン/酢/オリーブオイル/上白糖/食塩

05金
初期

つぶし粥  にんじんペースト  さつまいもペースト  たまねぎスー
プ

胚芽米　　にんじん　　さつまいも　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鮭とさつまいもの煮物  すまし汁 胚芽米　　鮭/にんじん/さつまいも/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/わかめ（乾）/だしかつお

/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鮭とさつまいもの煮物  お味噌汁 胚芽米　　鮭/にんじん/さつまいも/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/わかめ

（乾）/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用） みかん蒸しパン

完了期
軟飯  さわらのねぎ塩あんかけ  うの花炒り煮  お味噌汁 胚芽米　　さわら/食塩/酒/鶏ガラｽｰﾌﾟ/ごま油/しょうが/ねぎ/片栗粉　　おから/油揚げ/にんじん/干ししいた

け/ちくわ（卵不使用）/さつまいも/葉ねぎ/つきこんにゃく/しょうゆ/上白糖/ごま油/酒/みりん　　たまねぎ/ごぼ
う/えのきたけ/わかめ（乾）/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

（※２ホットケーキミックス・牛乳・上白糖・みかん缶）

普通食

ご飯  さわらのねぎ塩あんかけ  うの花炒り煮  お味噌汁 胚芽米　　さわら/食塩/酒/鶏ガラｽｰﾌﾟ/ごま油/しょうが/ねぎ/片栗粉　　おから/油揚げ/にんじん/干ししいた
け/ちくわ（卵不使用）/さつまいも/葉ねぎ/つきこんにゃく/しょうゆ/上白糖/ごま油/酒/みりん　　たまねぎ/ごぼ
う/えのきたけ/わかめ（乾）/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

06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 肉うどん  オレンジ ゆでうどん（小麦）/鶏ささみ/たまねぎ/にんじん/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（小麦）/牛肉/たまねぎ/にんじん/上白糖/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　オレンジ

完了期
すき焼きうどん  オレンジ ゆでうどん（小麦）/牛肉/たまねぎ/はくさい/にんじん/糸こんにゃく/葉ねぎ/切り麩（小麦）/上白糖/酒/しょうゆ

/だしかつお/こんぶ（だし用）　　オレンジ

普通食
すき焼きうどん  オレンジ ゆでうどん（小麦）/牛肉/たまねぎ/はくさい/にんじん/糸こんにゃく/葉ねぎ/切り麩（小麦）/上白糖/酒/しょうゆ

/だしかつお/こんぶ（だし用）　　オレンジ

※ 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

文化の日



※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枚を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。後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

08月
初期

つぶし粥  ほうれんそうペースト  にんじんペースト  キャベツ
スープ

胚芽米　　ほうれんそう（冷凍）　　にんじん　　キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  たらの味噌煮  すまし汁 胚芽米　　たら/ほうれんそう（冷凍）/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　わかめ（乾）/キャベツ/

だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  たらの味噌煮  すまし汁 胚芽米　　たら/ほうれんそう（冷凍）/にんじん/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　わかめ（乾）/キャ

ベツ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用） ココアケーキ

完了期
軟飯  鯖の味噌煮  ツナわかめサラダ  すまし汁 胚芽米　　さば/味噌/しょうが/上白糖/しょうゆ/みりん　　ツナ/にんじん/キャベツ/わかめ（乾）/上白糖/しょう

ゆ/酢/食塩　　たまねぎ/手鞠麩（小麦）/ほうれんそう（冷凍）/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/食塩 （※１ホットケーキミックス・牛乳・上白糖・ココア）

普通食
ご飯  鯖の味噌煮  ツナわかめサラダ  すまし汁 胚芽米　　さば/味噌/しょうが/上白糖/しょうゆ/みりん　　ツナ/にんじん/キャベツ/わかめ（乾）/上白糖/しょう

ゆ/酢/食塩　　たまねぎ/手鞠麩（小麦）/ほうれんそう（冷凍）/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/食塩

09火 初期 つぶし粥  たまねぎペースト  豆腐ペースト  だいこんスープ 胚芽米　　たまねぎ　　絹ごし豆腐　　だいこん/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鶏肉と根菜の煮物  豆腐スープ 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  豆腐スープ 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/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
軟飯  チキン南蛮  だいこんときゅうりのごま油和え  すまし汁 胚芽米　　鶏もも肉/酒/しょうゆ/片栗粉/小麦粉/なたね油/食塩/しょうゆ/酢/上白糖/マヨネーズ　　きゅうり/

だいこん/にんじん/しょうゆ/白ごま/ごま油　　葉ねぎ/絹ごし豆腐/しめじ/たまねぎ/しょうゆ/だしかつお/こん
ぶ（だし用）/食塩

（さつまいも、上白糖、牛乳、片栗粉）

普通食
ご飯  チキン南蛮  だいこんときゅうりのごま油和え  すまし汁 胚芽米　　鶏もも肉/酒/しょうゆ/片栗粉/小麦粉/なたね油/食塩/しょうゆ/酢/上白糖/マヨネーズ　　きゅうり/

だいこん/にんじん/しょうゆ/白ごま/ごま油　　葉ねぎ/絹ごし豆腐/しめじ/たまねぎ/しょうゆ/だしかつお/こん
ぶ（だし用）/食塩

10水
初期

つぶし粥  にんじんペースト  さつまいもペースト  キャベツスー
プ

胚芽米　　にんじん　　さつまいも　　キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  ささみの和風煮  すまし汁 胚芽米　　鶏ささみ/キャベツ/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　さつまいも/にんじん/だしかつ

お/こんぶ（だし用）

後期
お粥  豚肉のコンソメ煮  すまし汁 胚芽米　　豚肉/キャベツ/たまねぎ/コンソメ/片栗粉　　さつまいも/にんじん/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし

用） オレンジ

完了期
秋のポークカレー（軟飯）  コールスローサラダ 胚芽米/豚肉/にんじん/さつまいも/カリフラワー/たまねぎ/まいたけ/ホールトマト缶詰/※２あんぱんまんカ

レールウ/コンソメ/上白糖　　きゅうり/キャベツ/ハム（卵不使用）/にんじん/食塩/酢/上白糖 ※３　あんぱんまんせんべい

普通食
秋のポークカレー  コールスローサラダ 胚芽米/豚肉/にんじん/さつまいも/カリフラワー/たまねぎ/まいたけ/ホールトマト缶詰/※２あんぱんまんカ

レールウ/コンソメ/上白糖　　きゅうり/キャベツ/ハム（卵不使用）/にんじん/食塩/酢/上白糖

11木
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  たらのぽってり煮  すまし汁 胚芽米　　たら/じゃがいも/にんじん/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  たらのぽってり煮  お味噌汁 胚芽米　　たら/じゃがいも/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　　葉ねぎ/たまね

ぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用） かぼちゃの蒸しパン

完了期
軟飯  たらのきのこあんかけ  添え野菜（いんげん）  お味噌汁 胚芽米　　たら/片栗粉/なたね油/しょうゆ/上白糖/みりん/しょうが/だしかつお/こんぶ（だし用）/たまねぎ/に

んじん/しめじ/えのきたけ/しいたけ　　いんげんまめ（冷凍）　　じゃがいも/葉ねぎ/油揚げ/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・かぼちゃ）

普通食
ご飯  たらのきのこあんかけ  添え野菜（いんげん）  お味噌汁 胚芽米　　たら/片栗粉/なたね油/しょうゆ/上白糖/みりん/しょうが/だしかつお/こんぶ（だし用）/たまねぎ/に

んじん/しめじ/えのきたけ/しいたけ　　いんげんまめ（冷凍）　　じゃがいも/葉ねぎ/油揚げ/たまねぎ/味噌/だ
しかつお/こんぶ（だし用）

12金
初期

つぶし粥  にんじんペースト  ほうれんそうペースト  だいこん
スープ

胚芽米　　にんじん　　ほうれんそう（冷凍）　　だいこん/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鶏肉のぽってり煮  ほうれんそうスープ 胚芽米　　鶏もも肉/にんじん/さといも（冷凍）/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　ほうれんそう（冷凍）/だ

いこん/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鶏肉のぽってり煮  ほうれんそうスープ 胚芽米　　鶏もも肉/にんじん/さといも（冷凍）/上白糖/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　ほうれ

んそう（冷凍）/だいこん/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用） 鶏そぼろおにぎり

完了期
ふりかけごはん（おかか）（軟飯）  おでん風煮込み  ほうれん草
のおひたし

胚芽米/かつおふりかけ（小麦、ごま、大豆を含む）　　鶏もも肉/厚揚げ/にんじん/だいこん/角切り昆布/板こ
んにゃく/さといも（冷凍）/上白糖/しょうゆ/みりん/だしかつお/こんぶ（だし用）　　ほうれんそう（冷凍）/もやし/
にんじん/しょうゆ/花かつお

（胚芽米、鶏ささみ、しょうゆ、上白糖）

普通食
ふりかけごはん（おかか）  おでん風煮込み  ほうれん草のおひ
たし

胚芽米/かつおふりかけ（小麦、ごま、大豆を含む）　　鶏もも肉/厚揚げ/にんじん/だいこん/角切り昆布/板こ
んにゃく/さといも（冷凍）/上白糖/しょうゆ/みりん/だしかつお/こんぶ（だし用）　　ほうれんそう（冷凍）/もやし/
にんじん/しょうゆ/花かつお

13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/鶏ささみ/にんじん/たまねぎ/葉ねぎ/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/豚肉/にんじん/たまねぎ/葉ねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　バナナ

完了期
焼きそば  バナナ ゆで中華めん（小麦）/豚肉/キャベツ/にんじん/たまねぎ/葉ねぎ/なたね油/あおのり/粉かつお/焼きそばソー

ス（小麦・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんご含む）/食塩　　バナナ

普通食
焼きそば  バナナ ゆで中華めん（小麦）/豚肉/キャベツ/にんじん/たまねぎ/葉ねぎ/なたね油/あおのり/粉かつお/焼きそばソー

ス（小麦・大豆・鶏肉・豚肉・もも・りんご含む）/食塩　　バナナ

※３ 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

※２ あんぱんまんカレールウの原材料…とうもろこしでんぷん、砂糖、油、トマト、食塩、カレー粉、酵母エキス、オニオンパウダー

　

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



※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枚を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。後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

15月
初期

つぶし粥  ブロッコリーペースト  にんじんペースト  たまねぎ
スープ

胚芽米　　ブロッコリー（冷凍）　　にんじん　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鶏肉の和風煮  わかめスープ 胚芽米　　鶏もも肉/ブロッコリー（冷凍）/にんじん/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  鶏肉のケチャップ煮  わかめスープ 胚芽米　　鶏もも肉/ブロッコリー（冷凍）/にんじん/ケチャップ/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） 揚げパン

完了期
軟飯  ヤンニョムチキン  ブロッコリーのごまポン酢サラダ  わか
めスープ

胚芽米　　鶏もも肉/ケチャップ/上白糖/酒/みりん/しょうゆ/にんにく/食塩/こしょう/白ごま/片栗粉　　ブロッコ
リー（冷凍）/にんじん/マヨネーズ/すりごま/ポン酢　　わかめ（乾）/コーン缶/ベーコン（卵不使用）/たまねぎ/
中華だし/しょうゆ/食塩

普通食
ご飯  ヤンニョムチキン  ブロッコリーのごまポン酢サラダ  わか
めスープ

胚芽米　　鶏もも肉/ケチャップ/上白糖/酒/みりん/しょうゆ/にんにく/食塩/こしょう/白ごま/片栗粉　　ブロッコ
リー（冷凍）/にんじん/マヨネーズ/すりごま/ポン酢　　わかめ（乾）/コーン缶/ベーコン（卵不使用）/たまねぎ/
中華だし/しょうゆ/食塩

16火 初期 つぶし粥  さつまいもペースト  たまねぎペースト  白菜スープ 胚芽米　　さつまいも　　たまねぎ　　はくさい/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  かれいのぽってり煮  お味噌汁 胚芽米　　かれい/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/さつまいも/だしかつお

/こんぶ（だし用）

後期
お粥  かれいのぽってり煮  お味噌汁 胚芽米　　かれい/はくさい/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　　たまねぎ/さつ

まいも/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用） りんご

完了期
軟飯  ねぎとチーズの卵焼き  ひじき豆  お味噌汁 胚芽米　　卵/チーズ/にんじん/たまねぎ/葉ねぎ/上白糖/しょうゆ/めんつゆ/食塩　　ひじき/にんじん/だいず

水煮レトルト/つきこんにゃく/いんげんまめ（冷凍）/上白糖/しょうゆ/みりん/だしかつお/こんぶ（だし用）　　さ
つまいも/はくさい/水菜/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

※１　ハイハイン

普通食
ご飯  ねぎとチーズの卵焼き  ひじき豆  お味噌汁 胚芽米　　卵/チーズ/にんじん/たまねぎ/葉ねぎ/上白糖/しょうゆ/めんつゆ/食塩　　ひじき/にんじん/だいず

水煮レトルト/つきこんにゃく/いんげんまめ（冷凍）/上白糖/しょうゆ/みりん/だしかつお/こんぶ（だし用）　　さ
つまいも/はくさい/水菜/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

17水
初期

つぶし粥  ブロッコリーペースト  にんじんペースト  たまねぎ
スープ

胚芽米　　ブロッコリー（冷凍）　　にんじん　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
鶏うどん  ブロッコリーの煮物  バナナ ゆでうどん（小麦）/鶏もも肉/たまねぎ/わかめ（乾）/だしかつお/こんぶ（だし用）　　にんじん/ブロッコリー（冷

凍）/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　バナナ

後期
鶏うどん  ブロッコリーの煮物  バナナ ゆでうどん（小麦）/鶏もも肉/たまねぎ/わかめ（乾）/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）　　にんじん/

ブロッコリー（冷凍）/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　バナナ さつまいもおにぎり

完了期
きつねうどん  ごぼうサラダ  バナナ ゆでうどん（小麦）/鶏もも肉/にんじん/たまねぎ/ねぎ/わかめ（乾）/しょうゆ/本みりん/上白糖/だしかつお/こ

んぶ（だし用）/油揚げ/しょうゆ/本みりん/上白糖　　ごぼう/にんじん/ブロッコリー（冷凍）/もやし/ツナ/コーン
缶/しょうゆ/上白糖　　　　バナナ

普通食
きつねうどん  ごぼうサラダ  バナナ ゆでうどん（小麦）/鶏もも肉/にんじん/たまねぎ/ねぎ/わかめ（乾）/しょうゆ/本みりん/上白糖/だしかつお/こ

んぶ（だし用）/油揚げ/しょうゆ/本みりん/上白糖　　ごぼう/にんじん/ブロッコリー（冷凍）/もやし/ツナ/コーン
缶/しょうゆ/上白糖　　　　バナナ

18木 初期 つぶし粥  麩のペースト  にんじんペースト  たまねぎスープ 胚芽米　　切り麩（小麦）　　にんじん　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鶏肉の和風煮  わかめスープ 胚芽米　　鶏もも肉/にんじん/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　わかめ（乾）/切り麩（小麦）/だ

しかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鶏肉の和風煮  わかめスープ 胚芽米　　鶏もも肉/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　　わかめ（乾）/

切り麩（小麦）/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用） いちご蒸しパン

完了期
軟飯  鶏の唐揚げ  オクラときゅうりのおかか和え  わかめとに
んじんのスープ

胚芽米　　鶏もも肉/しょうが/にんにく/しょうゆ/酒/片栗粉/小麦粉/油　　オクラ/にんじん/きゅうり/しょうゆ/糸
かつお　　たまねぎ/わかめ（乾）/にんじん/中華だし/ベーコン（卵不使用）/食塩/しょうゆ

（※２　ホットケーキ粉、牛乳、いちご
ジャム）

普通食
ご飯  鶏の唐揚げ  オクラときゅうりのおかか和え  わかめとに
んじんのスープ

胚芽米　　鶏もも肉/しょうが/にんにく/しょうゆ/酒/片栗粉/小麦粉/油　　オクラ/にんじん/きゅうり/しょうゆ/糸
かつお　　たまねぎ/わかめ（乾）/にんじん/中華だし/ベーコン（卵不使用）/食塩/しょうゆ

19金 初期 つぶし粥  にんじんペースト  豆腐ペースト  キャベツスープ 胚芽米　　にんじん　　絹ごし豆腐　　キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鮭とキャベツの煮物  すまし汁 胚芽米　　鮭/キャベツ/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　絹ごし豆腐/葉ねぎ/だしかつお/こ

んぶ（だし用）

後期
お粥  鮭とキャベツの味噌煮  すまし汁 胚芽米　　鮭/キャベツ/にんじん/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　絹ごし豆腐/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
ゆかりごはん（軟飯）  鮭のちゃんちゃん焼き  添え野菜（ミニト
マト）  すまし汁

胚芽米/ゆかり　　鮭/食塩/キャベツ/ピーマン/にんじん/たまねぎ/にんにく/味噌/みりん/上白糖　　ミニトマト
たまねぎ/絹ごし豆腐/しいたけ/葉ねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/食塩

普通食
ゆかりごはん  鮭のちゃんちゃん焼き  添え野菜（ミニトマト）
すまし汁

胚芽米/ゆかり　　鮭/食塩/キャベツ/ピーマン/にんじん/たまねぎ/にんにく/味噌/みりん/上白糖　　ミニトマト
たまねぎ/絹ごし豆腐/しいたけ/葉ねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/食塩

20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  オレンジ 胚芽米/鶏ささみ/たまねぎ/にんじん/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/鶏ささみ/たまねぎ/にんじん/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　オレンジ

完了期
スパゲッティ（ナポリタン）  オレンジ スパゲティー（小麦）/ウインナー（卵不使用）/たまねぎ/ピーマン/にんじん/食塩/こしょう/ケチャップ/オリーブ

オイル　　オレンジ

普通食
スパゲッティ（ナポリタン）  オレンジ スパゲティー（小麦）/ウインナー（卵不使用）/たまねぎ/ピーマン/にんじん/食塩/こしょう/ケチャップ/オリーブ

オイル　　オレンジ

（コッペパン(小麦、マーガリン、牛乳）、
油、上白糖）

（食パン(小麦、脱脂粉乳）、とろける
チーズ）

※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）

（さつまいも、胚芽米、黒ごま、こん
ぶ（だし用）、しめじ、酒、しょうゆ、

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

　

離乳食献立表



※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枚を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。後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

22月 初期 つぶし粥  ブロッコリーペースト  たまねぎペースト  麩のスープ 胚芽米　　ブロッコリー（冷凍）　　たまねぎ　　切り麩（小麦）/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鶏肉の彩り煮  たまねぎスープ 胚芽米　　鶏もも肉/にんじん/ブロッコリー（冷凍）/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/切り麩（小

麦）/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鶏肉の彩り味噌煮  たまねぎスープ 胚芽米　　鶏もも肉/にんじん/ブロッコリー（冷凍）/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/切り

麩（小麦）/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用） ゆかりおにぎり

完了期
軟飯  鶏肉の味噌漬け焼き  ブロッコリーのツナマヨサラダ  す
まし汁

胚芽米　　鶏もも肉/味噌/上白糖/酒/みりん　　ブロッコリー（冷凍）/ツナ/にんじん/マヨネーズ/食塩/こしょう
たまねぎ/しめじ/葉ねぎ/切り麩（小麦）/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/食塩 （胚芽米、ゆかり）

普通食
ご飯  鶏肉の味噌漬け焼き  ブロッコリーのツナマヨサラダ  す
まし汁

胚芽米　　鶏もも肉/味噌/上白糖/酒/みりん　　ブロッコリー（冷凍）/ツナ/にんじん/マヨネーズ/食塩/こしょう
たまねぎ/しめじ/葉ねぎ/切り麩（小麦）/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/食塩

23火 初期

中期

後期

完了期

普通食

24水
初期

つぶし粥  かぼちゃペースト  ほうれんそうペースト  にんじん
スープ

胚芽米　　かぼちゃ　　ほうれんそう（冷凍）　　にんじん/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/かぼちゃ/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/ほうれんそう（冷凍）/だし

かつお/たまねぎ/こんぶ（だし用）

後期
お粥  たらのケチャップ煮  お味噌汁 胚芽米　　たら/かぼちゃ/にんじん/ケチャップ/片栗粉　　たまねぎ/ほうれんそう（冷凍）/味噌/だしかつお/た

まねぎ/こんぶ（だし用） バナナヨーグルト

完了期

軟飯  白身魚のアングレス  酢の物(じゃこ）  お味噌汁 胚芽米　　メルルーサ/しょうが/しょうゆ/片栗粉/なたね油/ケチャップ/食塩/ウスターソース（大豆・りんご含む）
※１チリメン/きゅうり/わかめ（乾）/上白糖/酢/しょうゆ/食塩　　ほうれんそう（冷凍）/たまねぎ/にんじん/かぼ
ちゃ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

普通食

ご飯  白身魚のアングレス  酢の物(じゃこ）  お味噌汁 胚芽米　　メルルーサ/しょうが/しょうゆ/片栗粉/なたね油/ケチャップ/食塩/ウスターソース（大豆・りんご含む）
※１チリメン/きゅうり/わかめ（乾）/上白糖/酢/しょうゆ/食塩　　ほうれんそう（冷凍）/たまねぎ/にんじん/かぼ
ちゃ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

25木
初期

つぶし粥  たまねぎペースト  麩のペースト  ブロッコリースープ 胚芽米　　たまねぎ　　切り麩（小麦）　　ブロッコリー/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鶏肉のぽってり煮  ブロッコリースープ 胚芽米　　鶏もも肉/たまねぎ/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　ブロッコリー/切り麩（小麦）/だ

しかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鶏肉のコンソメ煮  ブロッコリースープ 胚芽米　　鶏もも肉/たまねぎ/にんじん/コンソメ/片栗粉　　ブロッコリー/切り麩（小麦）/コンソメ/食塩

きなこおはぎ

完了期
ロールパン  マカロニグラタン  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）　　鶏もも肉/たまねぎ/にんじん/しめじ/マカロニ（小麦）/小麦粉/牛乳/コ

ンソメ/とろけるチーズ/パン粉（小麦）/パセリ粉　　ブロッコリー　　トウミョウ/コーン缶/ベーコン（卵不使用）/た
まねぎ/コンソメ/食塩/こしょう

(胚芽米、きな粉、上白糖）

普通食

ロールパン  マカロニグラタン  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）　　鶏もも肉/たまねぎ/にんじん/しめじ/マカロニ（小麦）/小麦粉/牛乳/コ
ンソメ/とろけるチーズ/パン粉（小麦）/パセリ粉　　ブロッコリー　　トウミョウ/コーン缶/ベーコン（卵不使用）/た
まねぎ/コンソメ/食塩/こしょう

26金 初期 つぶし粥  ほうれんそうペースト  にんじんペースト  白菜スー
プ

胚芽米　　ほうれんそう（冷凍）　　にんじん　　はくさい/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
おじや  ころころにんじん  すまし汁 胚芽米/鶏ささみ/ほうれんそう（冷凍）/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　にんじん　　はくさい/葉ねぎ/

だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
おじや  ころころにんじん  すまし汁 胚芽米/牛肉/ほうれんそう（冷凍）/たまねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　にんじん　　はくさい/葉

ねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用） りんごのケーキ

完了期
牛肉の混ぜ寿司（軟飯）  磯和え  すまし汁 胚芽米/こんぶ（だし用）/牛肉/にんじん/水菜/ごぼう/白ごま/上白糖/食塩/しょうゆ/焼き肉のたれ（ごま、大

豆、りんご、桃を含む）　　ほうれんそう（冷凍）/はくさい/にんじん/きゅうり/しょうゆ/もみ海苔（えび）　　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）/食塩

普通食
牛肉の混ぜ寿司  磯和え  すまし汁 胚芽米/こんぶ（だし用）/牛肉/にんじん/水菜/ごぼう/白ごま/上白糖/食塩/しょうゆ/焼き肉のたれ（ごま、大

豆、りんご、桃を含む）　　ほうれんそう（冷凍）/はくさい/にんじん/きゅうり/しょうゆ/もみ海苔（えび）　　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）/食塩

27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/鶏ささみ/葉ねぎ/にんじん/たまねぎ/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/豚肉/葉ねぎ/にんじん/たまねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　バナナ

完了期
味噌ラーメン  バナナ ゆで中華めん（小麦）/豚肉/葉ねぎ/にんじん/もやし/たまねぎ/コーン缶/にんにく/すりごま/味噌/みりん/食

塩　　バナナ

普通食
味噌ラーメン  バナナ ゆで中華めん（小麦）/豚肉/葉ねぎ/にんじん/もやし/たまねぎ/コーン缶/にんにく/すりごま/味噌/みりん/食

塩　　バナナ

（バナナ、脱脂粉乳、フロッピーカ
ルチャー、上白糖）

（小麦粉、上白糖、バター、牛乳、
卵、りんご、ベーキングパウダー）

　

※１ 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。

離乳食献立表

勤労感謝の日


