
※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。

No2

献立名 材料名 おやつ

31月 初期 つぶし粥  にんじんペースト  たまねぎペースト  ブロッコリー
スープ

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

中期
お粥  かれいの和風煮  ブロッコリース―プ 胚芽米　　かれい/にんじん/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　ブロッコリー（冷凍）/こんぶ

（だし用）/だしかつお

後期
お粥  牛肉のケチャップ煮  ブロッコリース―プ 胚芽米　　牛肉/にんじん/たまねぎ/ケチャップ/片栗粉　　ブロッコリー（冷凍）/しょうゆ/こんぶ（だし用）/だし

かつお ハロウィンかぼちゃ団子

完了期
ハヤシライス（軟飯）  ごぼうサラダ（もやし入り）  黄桃 胚芽米/牛肉/にんじん/たまねぎ/グリンピース（冷凍）/しめじ/ハヤシルウ（小麦・大豆・豚肉を含む）/ケ

チャップ/トマトピューレ/スライスチーズ　　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　　もも缶

（かぼちゃ、豆乳、片栗粉、焼きの
り）

普通食
ハヤシライス  ごぼうサラダ（もやし入り）  黄桃 胚芽米/牛肉/にんじん/たまねぎ/グリンピース（冷凍）/しめじ/ハヤシルウ（小麦・大豆・豚肉を含む）/ケ

チャップ/トマトピューレ/スライスチーズ　　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　　もも缶

01火 初期 つぶし粥  にんじんペースト  切り麩ペースト  たまねぎスープ 胚芽米　　にんじん　　切り麩（小麦）　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  カレイの彩り煮  コンソメスープ 胚芽米　　かれい/にんじん/切り麩（小麦）/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/トマト/だしか

つお/こんぶ（だし用）

後期 お粥  カレイの彩り煮  コンソメスープ 胚芽米　　かれい/にんじん/切り麩（小麦）/しょうゆ/上白糖/片栗粉　　たまねぎ/トマト/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）  コンソメスープ

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/食塩
たまねぎ/トマト/ウインナー（卵不使用）/パセリ粉/コンソメ/食塩

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）  コンソメスープ

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/食塩
たまねぎ/トマト/ウインナー（卵不使用）/パセリ粉/コンソメ/食塩

02水 初期 つぶし粥  ほうれんそうペースト  白菜ペースト  豆腐スープ 胚芽米　　ほうれんそう（冷凍）　　はくさい　　絹ごし豆腐/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鶏肉のまとめ煮  すまし汁 胚芽米　　鶏ささみ/ほうれんそう（冷凍）/はくさい/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/絹ごし

豆腐/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鶏肉のまとめ煮  すまし汁 胚芽米　　鶏ささみ/ほうれんそう（冷凍）/はくさい/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/

絹ごし豆腐/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/食塩 オレンジゼリー

完了期
軟飯  ささみチーズフライ  磯和え  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　　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/葉ねぎ/えのきたけ/絹ごし豆腐/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）

普通食
ご飯  ささみチーズフライ  磯和え  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　　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/葉ねぎ/えのきたけ/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（野菜味）

03木 初期

中期

後期

完了期

普通食

04金 初期 つぶし粥  にんじんペースト  キャベツペースト  かぼちゃスー
プ

胚芽米　　にんじん　　キャベツ　　かぼちゃ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鮭のコトコト煮  ミルクスープ 胚芽米　　鮭/にんじん/キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　たまねぎ/かぼちゃ/育児用ミルク

（ほほえみ）

後期 お粥  鮭のコンソメ煮  ミルクスープ 胚芽米　　鮭/にんじん/キャベツ/コンソメ/食塩/片栗粉　　たまねぎ/かぼちゃ/育児用ミルク（ほほえみ）/コ
ンソメ

りんごホットケーキ

完了期
ロールパン  鮭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）　　鮭/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/こしょう/片栗粉　　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

（※２ホットケーキ粉（小
麦）・豆乳・りんごジャム）

普通食

ロールパン  鮭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）　　鮭/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/こしょう/片栗粉　　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  オレンジ 胚芽米/たら/たまねぎ/ピーマン/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/たら/たまねぎ/ピーマン/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

　

離乳食献立表

※１ おやつに使用するハイハイン(野菜味)の原材料…うるち米粉、でん粉、上白糖、食塩、かぼちゃペースト、ほうれんそうペースト、トマトピューレ―、にんじんペースト、ピロリン酸鉄

（食パン（小麦、脱脂粉乳）、
いちごジャム）

※２　おやつに使用するホットケーキ粉（小麦）の原材料：小麦粉、上白糖、粉末水あめ、でんぷん、ぶどう糖、食塩、ベーキングパウダー、香料

文化の日



※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。

No3

献立名 材料名 おやつ

07月 初期 つぶし粥  さつまいもペースト  にんじんペースト  たまねぎ
ペースト

胚芽米　　さつまいも　　にんじん　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  かれいのさつまいも煮  にんじんスープ 胚芽米　　かれい/さつまいも/葉ねぎ/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  かれいのさつまいも煮  お味噌汁 胚芽米　　かれい/さつまいも/葉ねぎ/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　にんじん/た

まねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用） スイートパンプキン

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/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/チンゲンサイ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

（上白糖、バター、かぼちゃ、豆乳）

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/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/チンゲンサイ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

08火 初期 つぶし粥  たまねぎペースト  キャベツペースト  じゃがいも
スープ

胚芽米　　たまねぎ　　キャベツ　　じゃがいも/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鶏肉のぽってり煮  野菜スープ 胚芽米　　鶏もも肉/たまねぎ/キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　にんじん/じゃがいも/だしか

つお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鶏肉のぽってり煮  コンソメスープ 胚芽米　　鶏もも肉/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　　にんじん/

じゃがいも/コンソメ/食塩 大学芋

完了期
軟飯  ガーリックチキン  ツナわかめサラダ  コンソメスープ 胚芽米　　鶏もも肉/上白糖/酒/しょうゆ/おろしにんにく/食塩/片栗粉　　ツナ/にんじん/キャベツ/わかめ

（乾）/上白糖/しょうゆ/酢/食塩　　コンソメ/食塩/ウインナー（卵不使用）/じゃがいも/たまねぎ/にんじん

普通食
ご飯  ガーリックチキン  ツナわかめサラダ  コンソメスープ 胚芽米　　鶏もも肉/上白糖/酒/しょうゆ/おろしにんにく/食塩/片栗粉　　ツナ/にんじん/キャベツ/わかめ

（乾）/上白糖/しょうゆ/酢/食塩　　コンソメ/食塩/ウインナー（卵不使用）/じゃがいも/たまねぎ/にんじん

09水 初期 つぶし粥  だいこんペースト  切り麩ペースト  ほうれんそう
スープ

胚芽米　　だいこん　　切り麩（小麦）　　ほうれんそう（冷凍）/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鮭の根菜煮  すまし汁 胚芽米　　鮭/だいこん/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　切り麩（小麦）/ほうれんそう（冷凍）

/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鮭の味噌煮  すまし汁 胚芽米　　鮭/だいこん/にんじん/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　切り麩（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 バナナ

完了期
軟飯  鯖の味噌煮  だいこんときゅうりのごま油和え  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　　きゅうり/だいこん/にんじん/しょうゆ/白ごま/ごま油

たまねぎ/切り麩（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　ハイハイン

普通食
ご飯  鯖の味噌煮  だいこんときゅうりのごま油和え  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　　きゅうり/だいこん/にんじん/しょうゆ/白ごま/ごま油

たまねぎ/切り麩（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

10木 初期 つぶし粥  さつまいもマッシュ  ブロッコリーペースト  だいこん
スープ

胚芽米　　さつまいも　　ブロッコリー　　だいこん/だしかつお/こんぶ（だし用） 　

中期
肉うどん  彩り野菜のおろし煮  みかん ゆでうどん（小麦）/鶏ささみ/ねぎ/さつまいも/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　ブロッコリー

/にんじん/だいこん（おろし）/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　みかん缶 　

後期
肉うどん  彩り野菜のおろし煮  みかん ゆでうどん（小麦）/牛肉/ねぎ/さつまいも/たまねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　ブロッ

コリー/にんじん/だいこん（おろし）/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　みかん缶 きな粉おはぎ

完了期

カレーうどん（さつまいも入り）  彩り野菜のおろし和え  みかん ゆでうどん（小麦）/牛肉/油揚げ/にんじん/ねぎ/さつまいも/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/※２あん
ぱんまんカレールウ/しょうゆ/本みりん/片栗粉　　ブロッコリー/にんじん/ごぼう/はくさい/だいこん（おろし）/
ポン酢/上白糖　　みかん缶

（胚芽米・きな粉・上白糖）

普通食

カレーうどん（さつまいも入り）  彩り野菜のおろし和え  みかん ゆでうどん（小麦）/牛肉/油揚げ/にんじん/ねぎ/さつまいも/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/※２あん
ぱんまんカレールウ/しょうゆ/本みりん/片栗粉　　ブロッコリー/にんじん/ごぼう/はくさい/だいこん（おろし）/
ポン酢/上白糖　　みかん缶

　

11金 初期 つぶし粥  にんじんペースト  切り麩ペースト  たまねぎスープ 胚芽米　　にんじん　　切り麩（小麦）　　たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
なっとうおじや  にんじんと切り麩の煮物  わかめスープ 胚芽米/納豆/たまねぎ/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）　　にんじん/切り麩（小麦）/だしかつお/こん

ぶ（だし用）/片栗粉　　わかめ（乾）/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
なっとうおじや  にんじんと切り麩の煮物  わかめスープ 胚芽米/納豆/豚ひき肉/たまねぎ/にんじん/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）　　にんじん/切り

麩（小麦）/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）/しょうゆ/だしかつお/こんぶ
（だし用）

焼きじゃが

完了期
なっとうごはん（軟飯）  カムカムサラダ  わかめスープ 胚芽米/納豆/豚ひき肉/たまねぎ/にんじん/にんにく/にら/しょうゆ/上白糖/本みりん　　切り干しだいこん/

にんじん/きゅうり/もやし/しょうゆ/上白糖/食塩/ごま油/こしょう　　にんじん/わかめ（乾）/たまねぎ/鶏がら
スープ/食塩/しょうゆ/はるさめ

普通食
なっとうごはん  カムカムサラダ  わかめスープ 胚芽米/納豆/豚ひき肉/たまねぎ/にんじん/にんにく/にら/しょうゆ/上白糖/本みりん　　切り干しだいこん/

にんじん/きゅうり/もやし/しょうゆ/上白糖/食塩/ごま油/こしょう　　にんじん/わかめ（乾）/たまねぎ/鶏がら
スープ/食塩/しょうゆ/はるさめ

12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/たら/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

　

離乳食献立表

（じゃがいも、片栗粉、なたね
油、※３チリメン、あおのり、

コーン缶）

※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）

※３ しらす・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。

※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、上白糖、油、トマト、食塩、カレー粉、酵母エキス、オニオンパウダー

（さつまいも、上白糖、黒ごま、なた
ね油、しょうゆ）



※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

14月 初期 つぶし粥  にんじんペースト  ブロッコリーペースト  じゃがいも
スープ

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

中期
お粥  たらの彩り煮  すまし汁 胚芽米　　たら/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　　じゃがいも/たまねぎ/

だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  たらの彩り煮  お味噌汁 胚芽米　　たら/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　　じゃ

がいも/たまねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用） フルーツポンチ

完了期

軟飯  たらのきのこあんかけ  添え野菜（ブロッコリー）  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　　ブロッコリー（冷凍）　　じゃがいも/かぶ/油揚げ/たまねぎ/味噌/だ
しかつお/こんぶ（だし用）

（バナナ・もも缶・みかん缶）

普通食

ご飯  たらのきのこあんかけ  添え野菜（ブロッコリー）  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　　ブロッコリー（冷凍）　　じゃがいも/かぶ/油揚げ/たまねぎ/味噌/だ
しかつお/こんぶ（だし用）

※１　ハイハイン

15火 初期 つぶし粥  豆腐ペースト  だいこんペースト  キャベツスープ 胚芽米　　絹ごし豆腐　　だいこん　　キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
かれいおじや  豆腐のおろしあんかけ  すまし汁 胚芽米/かれい/にんじん/水菜/こんぶ（だし用）/だしかつお　　絹ごし豆腐/だいこん/葉ねぎ/だしかつお/

こんぶ（だし用）/片栗粉　　キャベツ/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
牛肉おじや  豆腐のおろしあんかけ  すまし汁 胚芽米/牛肉/にんじん/水菜/しょうゆ/こんぶ（だし用）/だしかつお　　絹ごし豆腐/だいこん/葉ねぎ/しょうゆ

/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　キャベツ/たまねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/食塩 お麩のラスク

完了期

牛肉の混ぜ寿司（軟飯）  昆布和え  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/おろしにんにく/おろし
しょうが/ごま油/すりごま/酒/みりん　　きゅうり/キャベツ/にんじん/塩こんぶ　　手鞠麩（小麦）/たまねぎ/絹
ごし豆腐/葉ねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/食塩/だいこん

普通食

牛肉の混ぜ寿司  昆布和え  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/おろしにんにく/おろし
しょうが/ごま油/すりごま/酒/みりん　　きゅうり/キャベツ/にんじん/塩こんぶ　　手鞠麩（小麦）/たまねぎ/絹
ごし豆腐/葉ねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/食塩/だいこん

16水 初期 つぶし粥  にんじんペースト  ほうれんそうペースト  たまねぎ
スープ

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

中期
お粥  鶏ささみの和風煮  たまねぎスープ 胚芽米　　鶏ささみ/にんじん/ほうれんそう（冷凍）/こんぶ（だし用）/だしかつお/片栗粉　　ねぎ/たまねぎ/

だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鶏ささみのケチャップ煮  たまねぎスープ 胚芽米　　鶏ささみ/にんじん/ほうれんそう（冷凍）/ケチャップ/上白糖/片栗粉　　ねぎ/たまねぎ/しょうゆ/だ

しかつお/こんぶ（だし用） きな粉クッキー

完了期

軟飯  鶏ささみの中華風天ぷら  ナムル  中華スープ 胚芽米　　鶏ささみ/食塩/こしょう/酒/片栗粉/小麦粉/なたね油/ケチャップ/酢/上白糖/しょうゆ　　ほうれん
そう（冷凍）/にんじん/もやし/しょうゆ/ごま油/食塩/白ごま　　ねぎ/たまねぎ/はるさめ/鶏がらスープ/食塩/
しょうゆ/しょうが

（小麦粉・なたね油・上白糖・
きな粉）

普通食
ご飯  鶏ささみの中華風天ぷら  ナムル  中華スープ 胚芽米　　鶏ささみ/食塩/こしょう/酒/片栗粉/小麦粉/なたね油/ケチャップ/酢/上白糖/しょうゆ　　ほうれん

そう（冷凍）/にんじん/もやし/しょうゆ/ごま油/食塩/白ごま　　ねぎ/たまねぎ/はるさめ/鶏がらスープ/食塩/
しょうゆ/しょうが

17木 初期 つぶし粥  たまねぎペースト  じゃがいもマッシュ  白菜スープ 胚芽米　　たまねぎ　　じゃがいも　　はくさい/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鶏肉のコトコト煮  すまし汁 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　　じゃがいも/はくさい/だしか

つお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鶏肉のコトコト煮  お味噌汁 胚芽米　　鶏もも肉/たまねぎ/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　　じゃがいも

/はくさい/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用） りんご

完了期
軟飯  長芋とチーズのオムレツ  ひじき豆  お味噌汁 胚芽米　　卵/こしょう/たまねぎ/ながいも/とろけるチーズ/鶏もも肉/なたね油/食塩　　ひじき/にんじん/だい

ず水煮レトルト/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）　　じゃがいも/は
くさい/水菜/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

※２　ハイハイン（野菜味）

普通食
ご飯  長芋とチーズのオムレツ  ひじき豆  お味噌汁 胚芽米　　卵/こしょう/たまねぎ/ながいも/とろけるチーズ/鶏もも肉/なたね油/食塩　　ひじき/にんじん/だい

ず水煮レトルト/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）　　じゃがいも/は
くさい/水菜/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

18金 初期 つぶし粥  さつまいもマッシュ  切り麩ペースト  にんじんスー
プ

胚芽米　　さつまいも　　切り麩（小麦）　　にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
秋の彩りおじや  切り麩とにんじんの煮物  すまし汁 胚芽米/鮭/さつまいも/だしかつお/こんぶ（だし用）　　切り麩（小麦）/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
秋の彩りおじや  切り麩とにんじんの煮物  お味噌汁 胚芽米/鮭/さつまいも/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）　　切り麩（小麦）/にんじん/しょうゆ/だしかつお

/こんぶ（だし用）/片栗粉　　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
秋の彩りご飯（軟飯）  いんげんのごま和え  お味噌汁 胚芽米/鮭/さつまいも/まいたけ/食塩/しょうゆ/みりん/酒/こんぶ（だし用）/みつば　　いんげんまめ（冷凍）

/にんじん/しょうゆ/すりごま/上白糖　　油揚げ/トウミョウ/干ししいたけ/たまねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ
（だし用）

普通食
秋の彩りご飯  いんげんのごま和え  お味噌汁 胚芽米/鮭/さつまいも/まいたけ/食塩/しょうゆ/みりん/酒/こんぶ（だし用）/みつば　　いんげんまめ（冷凍）

/にんじん/しょうゆ/すりごま/上白糖　　油揚げ/トウミョウ/干ししいたけ/たまねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ
（だし用）

19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  オレンジ 胚芽米/たら/にんじん/たまねぎ/葉ねぎ/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/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）　　オレンジ

完了期
焼きそば  オレンジ 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　　オレンジ

普通食
焼きそば  オレンジ 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　　オレンジ

離乳食献立表

（上白糖・バター・切り麩（小麦） ）

※３　おやつに使用するホットケーキ粉（小麦）の原材料：小麦粉、上白糖、粉末水あめ、でんぷん、ぶどう糖、食塩、ベーキングパウダー、香料

（かぼちゃ・豆乳・※３ホットケーキ
粉（小麦））

※２ おやつに使用するハイハイン(野菜味)の原材料…うるち米粉、でん粉、上白糖、食塩、かぼちゃペースト、ほうれんそうペースト、トマトピューレ―、にんじんペースト、ピロリン酸鉄

※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）



※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

21月
初期

つぶし粥  切り麩ペースト  ブロッコリーペースト  にんじんスー
プ

胚芽米　　切り麩（小麦）　　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  鶏肉の和風煮  野菜スープ 胚芽米　　鶏もも肉/たまねぎ/切り麩（小麦）/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　ブロッコリー（冷凍）/に

んじん/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鶏肉の味噌煮  野菜スープ 胚芽米　　鶏もも肉/たまねぎ/切り麩（小麦）/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　ブロッコリー（冷

凍）/にんじん/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用） バナナ米粉ケーキ

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

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

22火 初期 つぶし粥  白菜ペースト  ほうれんそうペースト  さつまいも
スープ

胚芽米　　はくさい　　ほうれんそう（冷凍）　　さつまいも/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
胚芽米  たらのまとめ煮  ミルクスープ 胚芽米　　たら/はくさい/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　ほうれんそう（冷凍）/さつまいも/

育児用ミルク（ほほえみ）

後期
胚芽米  たらのケチャップ煮  ミルクスープ 胚芽米　　たら/はくさい/たまねぎ/ケチャップ/片栗粉　　ほうれんそう（冷凍）/さつまいも/育児用ミルク（ほほ

えみ）/コンソメ 柿

完了期
軟飯  白身魚のアングレス  白菜のチーズおかか和え  お味
噌汁

胚芽米　　たら/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）
はくさい/にんじん/チーズ/しょうゆ/糸かつお　　ほうれんそう（冷凍）/たまねぎ/にんじん/さつまいも/味噌/
だしかつお/こんぶ（だし用）

※１　あんぱんまんせんべい

普通食

ご飯  白身魚のアングレス  白菜のチーズおかか和え  お味
噌汁

胚芽米　　たら/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）
はくさい/にんじん/チーズ/しょうゆ/糸かつお　　ほうれんそう（冷凍）/たまねぎ/にんじん/さつまいも/味噌/
だしかつお/こんぶ（だし用）

23水 初期

中期

後期

完了期

普通食

24木 初期 つぶし粥  小松菜ペースト  にんじんペースト  かぼちゃスー
プ

胚芽米　　こまつな　　にんじん　　かぼちゃ（冷凍）/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鮭と納豆の煮物  かぼちゃスープ 胚芽米　　鮭/挽きわり納豆/こまつな/にんじん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　かぼちゃ（冷凍）/た

まねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鮭と納豆の煮物  お味噌汁 胚芽米　　鮭/挽きわり納豆/こまつな/にんじん/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　かぼちゃ

（冷凍）/たまねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用） シュガートースト

完了期
軟飯  あじのカレーパン粉焼き  こまつなっとう  お味噌汁 胚芽米　　あじ/酒/パン粉（小麦）/※２あんぱんまんカレールウ/オリーブオイル　　こまつな/挽きわり納豆/に

んじん/しょうゆ　　かぼちゃ（冷凍）/わかめ（乾）/たまねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

普通食
ご飯  あじのカレーパン粉焼き  こまつなっとう  お味噌汁 胚芽米　　あじ/酒/パン粉（小麦）/※２あんぱんまんカレールウ/オリーブオイル　　こまつな/挽きわり納豆/に

んじん/しょうゆ　　かぼちゃ（冷凍）/わかめ（乾）/たまねぎ/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

25金 初期 つぶし粥  にんじんペースト  だいこんペースト  切り麩スープ 胚芽米　　にんじん　　だいこん　　切り麩（小麦）/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鶏肉の根菜煮  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　　切り麩（小麦）/わかめ（乾）/

だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鶏肉の根菜煮  すまし汁 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　　切り麩（小

麦）/わかめ（乾）/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用） 豆腐ドーナツ

完了期
ゆかりごはん（軟飯）  おでん風煮込み  酢の物(じゃこ） 胚芽米/ゆかり　　鶏もも肉/厚揚げ/にんじん/だいこん/角切り昆布/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）　　※３チリメン/きゅうり/わかめ（乾）/上白糖/酢/しょうゆ/食塩

普通食
ゆかりごはん　 おでん風煮込み  酢の物(じゃこ） 胚芽米/ゆかり　　鶏もも肉/厚揚げ/にんじん/だいこん/角切り昆布/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）　　※３チリメン/きゅうり/わかめ（乾）/上白糖/酢/しょうゆ/食塩

26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  バナナ ゆでうどん（小麦）/鶏ささみ/たまねぎ/にんじん/葉ねぎ/切り麩（小麦）/だしかつお/こんぶ（だし用）　　バナ
ナ

後期
すき焼きうどん  バナナ ゆでうどん（小麦）/牛肉/たまねぎ/にんじん/葉ねぎ/切り麩（小麦）/上白糖/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だ

し用）　　バナナ

完了期
すき焼きうどん  バナナ ゆでうどん（小麦）/牛肉/たまねぎ/はくさい/にんじん/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）　　バナナ

普通食
すき焼きうどん  バナナ ゆでうどん（小麦）/牛肉/たまねぎ/はくさい/にんじん/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）　　バナナ

※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、上白糖、油、トマト、食塩、カレー粉、酵母エキス、オニオンパウダー

※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。

　

勤労感謝の日

離乳食献立表

(※４ホットケーキ粉、上白糖、絹ご
し豆腐、なたね油）

※４　おやつに使用するホットケーキ粉（小麦）の原材料：小麦粉、上白糖、粉末水あめ、でんぷん、ぶどう糖、食塩、ベーキングパウダー、香料

※１　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

（米粉・なたね油・上白糖・豆乳・お
からパウダー・バナナ・ベーキング

パウダー・レモン果汁）

（食パン（小麦・脱脂粉乳）、マー
ガリン、グラニュー糖）


