
※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

28月 初期 つぶし粥  さつまいもマッシュ  かぼちゃペースト  キャベツスー
プ

胚芽米　　さつまいも　　かぼちゃ　　キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
胚芽米  たらの和風煮  ミルクスープ 胚芽米　　たら/さつまいも/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　かぼちゃ/キャベツ/育児用ミルク（ほほえ

み）

後期
胚芽米  豚肉のコンソメ煮  ミルクスープ 胚芽米　　豚肉/さつまいも/たまねぎ/コンソメ/片栗粉　　かぼちゃ/キャベツ/育児用ミルク（ほほえみ）/コンソメ

りんごゼリー

完了期
秋野菜カレー（軟飯）  コールスローサラダ（ハム）  黄桃 胚芽米/豚肉/にんじん/たまねぎ/さつまいも/れんこん/しめじ/※１あんぱんまんカレールウ/ホールトマト缶詰/コンソメ

/上白糖/かぼちゃ　　きゅうり/キャベツ/にんじん/ハム（卵不使用）/食塩/酢/上白糖　　もも缶 （りんご天然果汁・上白糖・アガー）

普通食
秋野菜カレー  コールスローサラダ（ハム）  黄桃 胚芽米/豚肉/にんじん/たまねぎ/さつまいも/れんこん/しめじ/※１あんぱんまんカレールウ/ホールトマト缶詰/コンソメ

/上白糖/かぼちゃ　　きゅうり/キャベツ/にんじん/ハム（卵不使用）/食塩/酢/上白糖　　もも缶 ※２ハイハイン

29火 初期 つぶし粥  にんじんペースト  切り麩ペースト  ほうれんそうスープ 胚芽米　　にんじん　　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  鶏肉のぽってり煮  ほうれんそうスープ 胚芽米　　鶏ささみ肉/にんじん/わかめ（乾）/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　ほうれんそう（冷凍）/切り麩（小

麦）/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　　鶏ささみ肉/にんじん/わかめ（乾）/しょうゆ/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　ほうれんそう（冷

凍）/切り麩（小麦）/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用） スノーボールクッキー

完了期
軟飯  筑前煮  ほうれん草のおひたし 胚芽米　　鶏もも肉/なたね油/干ししいたけ/れんこん/ごぼう/にんじん/いんげんまめ（冷凍）/さといも（冷凍）/しょうゆ

/酒/みりん/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）　　ほうれんそう（冷凍）/えのきたけ/にんじん/しょうゆ/花かつお （小麦粉・バター・グラニュー糖・粉糖）

普通食
ご飯  筑前煮  ほうれん草のおひたし 胚芽米　　鶏もも肉/なたね油/干ししいたけ/れんこん/ごぼう/にんじん/いんげんまめ（冷凍）/さといも（冷凍）/しょうゆ

/酒/みりん/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）　　ほうれんそう（冷凍）/えのきたけ/にんじん/しょうゆ/花かつお

30水 初期 つぶし粥  さつまいもマッシュ  にんじんペースト  たまねぎスー
プ

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  鶏肉のさつまいも煮  わかめスープ 胚芽米　　鶏もも肉/さつまいも/にんじん/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  鶏肉のさつまいも煮  わかめスープ 胚芽米　　鶏もも肉/さつまいも/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　　たまねぎ/

わかめ（乾）/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用） ホットケーキ

完了期

軟飯  鶏の唐揚げ  さつまいものごま和え  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/なたね油　　さつまいも/にんじん/いんげんまめ
（冷凍）/ちくわ（卵不使用）/干しぶどう/白ごま/上白糖/しょうゆ　　たまねぎ/わかめ（乾）/にんじん/鶏がらスープ/ベー
コン（卵不使用）/食塩/しょうゆ

普通食

ご飯  鶏の唐揚げ  さつまいものごま和え  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/なたね油　　さつまいも/にんじん/いんげんまめ
（冷凍）/ちくわ（卵不使用）/干しぶどう/白ごま/上白糖/しょうゆ　　たまねぎ/わかめ（乾）/にんじん/鶏がらスープ/ベー
コン（卵不使用）/食塩/しょうゆ

01木 初期 つぶし粥  じゃがいもマッシュ  にんじんペースト  ほうれんそう
スープ

胚芽米　　じゃがいも　　にんじん　　ほうれんそう（冷凍）/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鮭のコトコト煮  ほうれんそうスープ 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　　たまねぎ/ほうれんそう（冷凍）/だしかつお

/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鮭のコトコト煮  コンソメスープ 胚芽米　　鮭/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　　たまねぎ/ほうれんそう（冷

凍）/コンソメ/食塩 きな粉マカロニ

完了期
ロールパン  サーモンチャウダー  レタスのサラダ 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/ほうれんそう（冷凍）/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　　レタス/きゅうり/トマト/にんじん/上白糖/しょうゆ/酢/食塩
（マカロニ（小麦）、きな粉、上白

糖）

普通食
ロールパン  サーモンチャウダー  レタスのサラダ 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/ほうれんそう（冷凍）/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　　レタス/きゅうり/トマト/にんじん/上白糖/しょうゆ/酢/食塩

02金 初期 つぶし粥  だいこんペースト  白菜ペースト  豆腐スープ 胚芽米　　だいこん　　はくさい　　木綿豆腐/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  かれいの根菜煮  すまし汁 胚芽米　　かれい/にんじん/だいこん/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　はくさい/木綿豆腐/だしかつお/こんぶ

（だし用）

後期
お粥  豚肉の根菜煮  お味噌汁 胚芽米　　豚肉/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　　はくさい/木綿豆腐/味噌

/だしかつお/こんぶ（だし用） バナナ

完了期
ゆかりごはん（軟飯）    ひじき豆 　 豚汁 胚芽米/ゆかり　　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）　　　豚肉/木綿豆腐/にんじん/ごぼう/だいこん/さといも（冷凍）/はくさい/葉ねぎ/だしかつお/こんぶ
（だし用）/味噌/干ししいたけ

※４　あんぱんまんせんべい

普通食

ゆかりごはん    ひじき豆 　 豚汁 胚芽米/ゆかり　　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）　　　豚肉/木綿豆腐/にんじん/ごぼう/だいこん/さといも（冷凍）/はくさい/葉ねぎ/だしかつお/こんぶ
（だし用）/味噌/干ししいたけ

03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/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/豚肉/にんじん/たまねぎ/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（小麦）/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/鶏がらスープ/コンソメ/しょう

ゆ/豆乳　　オレンジ

普通食
ちゃんぽん  オレンジ ゆで中華めん（小麦）/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/鶏がらスープ/コンソメ/しょう

ゆ/豆乳　　オレンジ

※１　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

※２　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　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

※４　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

　

離乳食献立表

（※３ホットケーキ粉（小
麦）・豆乳）



※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  ブロッコリーペースト  たまねぎペースト  切り麩スープ 胚芽米　　ブロッコリー　　たまねぎ　　切り麩（小麦）/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  鮭の和風煮  すまし汁 胚芽米　　鮭/ブロッコリー/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　切り麩（小麦）/にんじん/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/ブロッコリー/たまねぎ/味噌/上白糖/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　切り麩（小麦）/にんじん/

しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用） じゃがいものチーズ焼き

完了期
軟飯  さわらの西京焼き  もくもく野菜のおかか和え  すまし汁 胚芽米　　さわら/味噌/上白糖/酒/みりん　　ブロッコリー（冷凍）/カリフラワー/しょうゆ/糸かつお　　切り麩（小麦）/た

まねぎ/にんじん/葉ねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/食塩

普通食
ご飯  さわらの西京焼き  もくもく野菜のおかか和え  すまし汁 胚芽米　　さわら/味噌/上白糖/酒/みりん　　ブロッコリー（冷凍）/カリフラワー/しょうゆ/糸かつお　　切り麩（小麦）/た

まねぎ/にんじん/葉ねぎ/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/食塩

06火
初期

つぶし粥  白菜ペースト  豆腐マッシュ  キャベツスープ 胚芽米　　はくさい　　木綿豆腐　　キャベツ/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  豆腐のそぼろ煮  キャベツスープ 胚芽米　　鶏ひき肉/木綿豆腐/はくさい/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  豆腐のそぼろ煮  キャベツスープ 胚芽米　　豚ひき肉/木綿豆腐/はくさい/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/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） マーマレード蒸しパン

完了期
軟飯（菜飯）  肉団子スープ  ツナわかめサラダ 胚芽米/菜飯のふりかけ（大豆を含む）　　豚ひき肉/木綿豆腐/酒/にら/しょうが/しょうゆ/片栗粉/はくさい/にんじん/

干ししいたけ/はるさめ/コンソメ/食塩/こしょう/鶏がらスープ　　ツナ/にんじん/キャベツ/わかめ（乾）/上白糖/しょうゆ/
酢/食塩

普通食
ご飯（菜飯）  肉団子スープ  ツナわかめサラダ 胚芽米/菜飯のふりかけ（大豆を含む）　　豚ひき肉/木綿豆腐/酒/にら/しょうが/しょうゆ/片栗粉/はくさい/にんじん/

干ししいたけ/はるさめ/コンソメ/食塩/こしょう/鶏がらスープ　　ツナ/にんじん/キャベツ/わかめ（乾）/上白糖/しょうゆ/
酢/食塩

07水
初期

つぶし粥  たまねぎペースト  にんじんペースト  こまつなスープ 胚芽米　　たまねぎ　　にんじん　　こまつな/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  たらのぽってり煮  野菜スープ 胚芽米  たら/たまねぎ/にんじん/しょうゆ/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　だいこん/こまつな/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/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　　だいこん/こまつな/味噌/

だしかつお/こんぶ（だし用） さつまいもバターソテー

完了期

軟飯  蒸し鱈のきのこあんかけ  大根サラダ  お味噌汁 胚芽米　　たら/しょうゆ/上白糖/みりん/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
/片栗粉　　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　　絹ごし豆腐/ごぼう/たま
ねぎ/こまつな/味噌/だしかつお/こんぶ（だし用）

（さつまいも・バター）

普通食

ご飯  蒸し鱈のきのこあんかけ  大根サラダ  お味噌汁 胚芽米　　たら/しょうゆ/上白糖/みりん/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
/片栗粉　　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　　絹ごし豆腐/ごぼう/たま
ねぎ/こまつな/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  切り麩ペースト  ほうれんそうスープ 胚芽米　　にんじん　　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  鶏肉のまとめ煮  ほうれんそうスープ 胚芽米　　鶏もも肉/ねぎ/にんじん/切り麩（小麦）/だしかつお/こんぶ（だし用）/片栗粉　　ほうれんそう（冷凍）/たまね

ぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）

後期
お粥  鶏肉のまとめ煮  ほうれんそうスープ 胚芽米　　鶏もも肉/ねぎ/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　　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） みかん

完了期
軟飯  油淋鶏  ナムル  中華スープ 胚芽米　　鶏もも肉/酒/なたね油/片栗粉/しょうが/にんにく/しょうゆ/上白糖/酢/ねぎ　　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　　コーン缶/たまねぎ/にら/しょうゆ/鶏がらスープ/食塩 ※２　ハイハイン（野菜味）

普通食
ご飯  油淋鶏  ナムル  中華スープ 胚芽米　　鶏もも肉/酒/なたね油/片栗粉/しょうが/にんにく/しょうゆ/上白糖/酢/ねぎ　　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　　コーン缶/たまねぎ/にら/しょうゆ/鶏がらスープ/食塩

09金
初期

つぶし粥  にんじんペースト  たまねぎペースト  じゃがいもスー
プ

胚芽米　　にんじん　　たまねぎ　　じゃがいも/だしかつお/こんぶ（だし用）

中期
お粥  かれいの野菜煮  じゃがいもスープ 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　　じゃがいも/たまねぎ/だしかつお/こん

ぶ（だし用）

後期
お粥  豚ひき肉ケチャップ煮  コンソメスープ 胚芽米　　豚ひき肉/にんじん/たまねぎ/ケチャップ/片栗粉　　じゃがいも/たまねぎ/コンソメ

にんじんおにぎり

完了期
軟飯  ハンバーグ  カムカムサラダ  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）/片栗粉/食塩/ナツメグ/しょうゆ/ケチャップ　　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　　じゃがいも/にんじん/たまねぎ/ベー
コン（卵不使用）/コンソメ/食塩

（胚芽米・塩・にんじん）

普通食

ご飯  ハンバーグ  カムカムサラダ  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）/片栗粉/食塩/ナツメグ/しょうゆ/ケチャップ　　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　　じゃがいも/にんじん/たまねぎ/ベー
コン（卵不使用）/コンソメ/食塩

10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
鮭うどん  バナナ ゆでうどん（小麦）/鮭/にんじん/葉ねぎ/たまねぎ/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（小麦）/牛肉/にんじん/葉ねぎ/たまねぎ/だしかつお/こんぶ（だし用）/しょうゆ　　バナナ

完了期
カレーうどん  バナナ ゆでうどん（小麦）/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）/※３あんぱんまんカレール

ウ/しょうゆ/みりん/片栗粉　　バナナ

普通食
カレーうどん  バナナ ゆでうどん（小麦）/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）/※３あんぱんまんカレール

ウ/しょうゆ/みりん/片栗粉　　バナナ

※３　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

※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

（じゃがいも・バター・とろけるチー
ズ・

コーン缶・食塩・パセリ粉）

（※１　ホットケーキ粉（小麦）・豆
乳・マーマレードジャム）

※１　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

離乳食献立表
　


