
９～１１ヵ月 ７・８ケ月 ６ヶ月

○は午後補食

3 月

煮魚
さつまいもと人参の煮物
玉ねぎのスープ　軟飯～全粥
◎お茶　オレンジ　○黒糖蒸しパン

煮魚
根菜の煮物
玉ねぎのスープ
５倍粥

じゃがいもと人参のペースト
さつまいものペースト
玉ねぎのスープ
１０倍粥

4 火

焼き鮭　　　小松菜の煮びたし
じゃがいもきんぴら　　豆腐のすまし汁
軟飯～全粥
◎お茶　ウエハース　　○ヨーグルト

焼き鮭　　　小松菜の煮びたし
じゃがいもと人参の煮物
豆腐のすまし汁
５倍粥

小松菜とじゃがいものペースト
豆腐と人参のペースト
野菜スープ
１０倍粥

5 水

パンプキンレバ　　スライスキュウリ
キャベツと人参の煮物　　なすの味噌汁
軟飯～全粥
◎お茶　ビスケット　○メロンパン

パンプキンレバー　なすの味噌汁
キャベツと人参の煮物
なすの味噌汁　　５倍粥

かぼちゃと玉ねぎのペースト
人参とキャベツのペースト
野菜スープ　　　１０倍粥

6 木

鶏肉の旨煮　　刻み昆布の煮物
かぼちゃとトマトのミルクスープ
軟飯～全粥
◎お茶ヨーグルト○オレンジ

鶏肉の旨煮
刻み昆布と野菜の煮物
かぼちゃのスープ
５倍粥

人参といんげんのペースト
きゃべつと人参のペースト
かぼちゃのスープ　１０倍粥

7 金

お星さまコロッケ　　ソーメン汁
キャベツと麩の柔か煮　軟飯～全粥
◎お茶　ソフトせんべい
○天の川ゼリー

しらす干しと根野菜の煮物
キャベツと麩の柔か煮
そうめん入りスープ　５倍粥

麩とキャベツのペースト
人参じゃがいものペースト
野菜スープ　１０倍粥

8 土 牛乳　　カステラ

10 月

鮭のクリーム煮
ブロッコリーのサラダ
厚揚げと玉ねぎの味噌汁　軟飯～全粥
◎お茶　ボーロ　○ビスケット

鮭のクリーム煮
ブロッコリーの柔か煮
キャベツスープ
５倍粥

ブロッコリーと人参のペースト
ほうれん草のペースト
キャベツスープ
１０倍粥

11 火

白身魚のムニエル
卯の花煮　　　麩のすまし汁
オレンジ　軟飯～全粥
◎お茶　カルシウムせんべい　○バナナ

煮魚
卯の花煮
麩のすまし汁
５倍粥

おからと人参のペースト
じゃがいもと人参のペースト
野菜スープ
１０倍粥

12 水

煮魚　野菜とスパゲテーのコンソメ煮
フルーツポンチ　　軟飯～全粥
◎お茶　ソフトクッキー
○フルーツヨーグルト

煮魚　　野菜の柔か煮　野菜スープ
バナナヨーグルト　　５倍粥

ブロッコリーと人参のペースト
キャベツのペースト
野菜スープ　　１０倍粥

13 木
いり豆腐
かぼちゃの鶏そぼろ煮　人参の味噌汁
◎お茶　バナナ　　　○メロン

豆腐と野菜の煮物
ボイル野菜　人参スープ
５倍粥

豆腐とかぼちゃのペースト
玉ねぎと人参のペースト
野菜スープ　１０倍粥

14 金
鶏肉と野菜の柔か煮　　なすびの旨煮
野菜のコンソメスープ　　　軟飯～全粥
◎お茶　クッキー　　○すいか

鶏肉と野菜の柔か煮
なすびの旨煮　野菜のコンソメスープ
５倍粥

人参と麩のペースト
じゃがいもと玉ねぎのペースト
野菜スープ
１０倍粥

15 土

18 火
煮魚　　大根の煮物　　粉ふき芋
キャベツの味噌汁　　　　軟飯～全粥
◎お茶　プリン　　　○オレンジ

煮魚　　大根の煮物　　粉ふき芋
キャベツスープ
５倍粥

きゃべつと玉ねぎのペースト
大根と人参のペースト
野菜スープ
１０倍粥

19 水

鶏肉とトマトの煮込み
すりおろしキュウリ
かぼちゃのポタージュ　　軟飯～全粥
◎お茶　米菓子　　　○すいか

鶏肉とトマトの煮込み
柔かほうれん草
かぼちゃのスープ　５倍粥

ほうれん草と玉ねぎのペースト
人参とかぼちゃのペースト
野菜スープ　　１０倍粥

20 木

鮭のムニエル
ボイル野菜（人参、いんげん、
キャベツ）モロヘイヤスープ
軟飯～全粥
◎お茶　クラッカー　○メロン

鮭のムニエル
野菜の柔か煮（人参、いんげん、
キャベツ）　野菜スープ
５倍粥

いんげんとキャベツのペースト
玉ねぎと人参のペースト
野菜スープ　１０倍粥

21 金

豆腐ハンバーグ
じゃがいもと玉ねぎの旨煮
ほうれん草の味噌汁　　軟飯～全粥
◎お茶　バナナ　　　　○割れパン

豆腐ハンバーグ
じゃがいもと玉ねぎの旨煮
ほうれん草の味噌汁　　５倍粥

豆腐と玉ねぎのペースト
じゃがいもと人参ペースト
ほうれん草のスープ　１０倍粥

22 土

24 月

マーマレードチキン
ボイルトマト　なすと生揚げの煮物
軟飯～全粥
◎オレンジ　　○黒ごまトースト

マーマレードチキン　ボイルトマト
なすと生揚げの煮物
５倍粥

ボイルトマトのペースト
なすと玉ねぎのペースト
野菜スープ
１０倍粥

25 火
さつまいもの甘煮　　豆腐の味噌汁
野菜としらすの煮物　スライスきゅうり
◎ソフトせんべい　　○ホットケーキ

さつまいもの甘煮
野菜としらすの煮物
豆腐の味噌汁　５倍粥

さつまいものペースト
豆腐と小松菜のペースト
野菜スープ
１０倍粥

26 水

鶏そぼろの肉じゃが
ほうれん草のしらす和え
ベーコンスープ　軟飯～全粥
◎お茶　赤ちゃんせんべい　○オレンジ

鶏そぼろの肉じゃが
ほうれん草としらすの柔か煮
ベーコンスープ
５倍粥

じゃがいもと人参のペースト
ほうれん草としらすのペースト
玉ねぎのスープ
１０倍粥

27 木

鶏肉入り五目煮豆
小松菜と人参の柔か煮
そうめんのすまし汁　軟飯～全粥
◎お茶　メロン　　○クラッカー

鶏肉入り五目煮豆
小松菜と人参の含め煮
かぼちゃのすまし汁　５倍粥

じゃがいもと大豆のペースト
人参とかぼちゃのペースト
野菜スープ　１０倍粥

28 金
鶏肉と夏野菜のコンソメスープ
ボイル野菜　　　チーズ
◎お茶　　バナナ　　　　○すいか

鶏肉と夏野菜のコンソメ煮
キャベツと人参の煮物
コンソメスープ　　５倍粥

なすと玉ねぎのペースト
キャベツと人参のペースト
野菜スープ　　　10倍粥

29 土

31 月
鶏肉のソフト揚げ　　　大根の煮物
しらす干し　キャベツの味噌汁
◎お茶　クッキー　○お茶　おにぎり

鶏肉の柔か煮　大根の煮物
しらす干しとキャベツの煮物
玉ねぎの味噌汁　　５倍粥

大根と人参のペースト
しらす干しのペースト
キャベツのペースト　１０倍粥

しらす入りかき揚げ     豆腐の味噌汁
トマトときゅうりのサラダ　　バナ ナ
◎牛乳　ソフトせんべい

○牛乳　バタートースト

ポークビーンズ　　　　小松菜のごま和え
そうめんのすまし汁　　オレンジ
◎牛乳　メロン　○牛乳　カナッペ

スタミナ夏野菜カレー
りっちゃんサラダ　　チーズ　　すいか
◎牛乳　ゼリー　○牛乳　野菜かりんとう

牛乳　バームクーヘン

牛乳　　ボーロ

白身魚のマリネ
じゃがいものごま風味サラダ
キャベツの味噌汁　オレンジ
◎お茶　ウエハース
○牛乳　シュガートースト

鶏肉のトマト煮込み
きゅうりのゆかり和え
かぼちゃのポタージュ　すいか
◎牛乳　米菓子
○牛乳　チーズ　クラッカー

ラーメン
根菜のカレー煮
しらす干し　グレープフルーツ
◎牛乳　クッキー　　○お茶　おにぎり

鮭龍田の甘酢ソースかけ
切り干し大根の煮物　　モロヘイヤスープ
バナナ
◎牛乳　サブレ ○牛乳　冷やしソーメン

冷しゃぶ　　　じゃがいもと玉ねぎの旨煮
卵とわかめの味噌汁　　オレンジ
◎牛乳　　バナナ　　○牛乳　割れパン

ヨーグルト

冷やし中華　　ミニトマト
なすと生揚げの煮   ボイルトマト　オレンジ
◎牛乳　コーンフレーク
○牛乳　黒ごまラスク

鮭のバター焼き　小松菜のおかか和え
じゃがいもきんぴら　豆腐のすまし　バナナ
◎牛乳　ウエハース　○ヨーグルト　サブレ

パンプキンレバー　スライスキュウリ
ボイルキャベツ
人参グラッセ　なすの味噌汁　オレンジ
◎牛乳　ビスケット　○牛乳　メロンパン

鶏肉の照り煮　　刻み昆布の煮物
かぼちゃとトマトのミルクスープ
グレープフルーツ
◎ヨーグルト　○牛乳　マカロニあべかわ

いろどりソーメン　お星さまコロッケ
キャベツと麩の柔か煮　　すいか
◎牛乳　せんべい　○お茶　天の川ゼリー

焼きそば　　ブロッコリーのサラダ
厚揚げと玉ねぎの味噌汁　オレンジ
◎牛乳　ボーロ　○牛乳　ジャムサンド

水餃子　ほうれん草のしらす和え
ベーコンスープ　　オレンジ
◎牛乳　塩せんべい
○牛乳　冷やしうどん

赤魚の味噌煮　　きゅうりスライス
卯の花煮　はんぺんのすまし汁　　バナナ
◎牛乳　かりんとう○お茶　ホットケーキ

おにぎり　スパソテー　かりん揚げ
野菜のコンソメ煮　麩の味噌汁
フルーツポンチ
◎ヨーグルト　　○フルーツプリン

いり豆腐　　かぼちゃ煮　　ウインナー
わかめの味噌汁　メロン
◎牛乳　バナナ　○牛乳　おかき

なすのオペラ風　　マカロニサラダ
野菜のコンソメスープ　　すいか
◎牛乳　クッキー　○牛乳　割れパン

                           7月  離乳食献立予定            平成29年度　小規模保育所こどもパル

１２～１８か月

◎は午前おやつ○は午後おやつ

イタリアンスパゲティー
さつまいもの甘煮　にら玉スープ　オレンジ
◎牛乳　あられ ○牛乳　黒糖蒸しパン


