
12～18ヶ月 ９～１１ヵ月 ７・８ケ月 ６ヶ月

◎は１０時、○は午後おやつ 　　　○は午後補食

4 木
ハヤシライス
ブロッコリーサラダ  りんご
 ◎牛乳  ｳｴﾊｰｽ  ○牛乳  ﾋﾞｽｹｯﾄ

ポトフ　柔かブロッコリー　鮭のほぐし
軟飯～全粥
○お茶　すりおろしりんご

ポトフ  　柔かブロッコリー
鮭のほぐし
５倍粥

根菜のペースト　ブロッコリーのペースト
白身魚のペースト　１０倍粥
野菜スープ

5 金
鯖の味噌煮　大根と人参の煮物
キャベツとわかめの酢の物　七草粥　バナナ
◎牛乳　ボーロ　○牛乳　あられ

白身魚のムニエル　大根と人参の旨煮
キャベツの柔か煮　七草粥
軟飯～全粥　○お茶　バナナ

煮魚　　キャベツのくたくた煮
大根と人参の旨煮
七草粥　５倍粥

白身魚のペースト　キャベツのペースト
大根と人参のペースト　１０倍粥
野菜スープ

6 土 牛乳　カステラ

9 火

鶏肉の照り煮　刻み昆布の煮物
ゆでブロッコリー　白菜と豆腐の味噌汁
りんご　◎牛乳 クラッカー
○牛乳 ホットケーキ

鶏肉と野菜の旨煮　柔かブロッコリー
大根と豆腐の味噌汁　軟飯～全粥
○お茶　すりおろしりんご

鶏肉と野菜の旨煮
柔かブロッコリー
大根と豆腐のスープ
５倍粥

しらすと大根のおかゆ
ブロッコリーのペースト
人参といんげんのペースト
野菜スープ

10 水
筑前煮　さつま芋きんとん　紅白なます
田作り　花麩のすまし汁　みかん
◎豆乳　塩せんべい　○お茶　白玉ぜんざい

筑前煮　さつま芋きんとん　しらす干し
大根の旨煮　花麩のすまし汁
軟飯～全粥　○お茶　みかん

野菜のそぼろ煮　さつま芋のミルク煮
しらすと大根のお粥　花麩のすまし汁

さつまいもミルク煮
人参といんげんのペースト
しらすと大根のお粥　野菜スープ

11 木
白身魚のフライ　ボイル野菜
白菜の味噌汁　オレンジ
◎牛乳　ビスケット ○お茶　ソフトせんべい

白身魚の粉チーズ焼き　ボイル野菜
白菜の味噌汁　とろとろきゅうり
軟飯～全粥　○お茶　ソフトせんべい

白身魚の粉チーズ焼き　キャベツと人参の旨煮
白菜の味噌汁　とろとろきゅうり
５倍粥

白身魚のペースト　とろとろきゅうり
キャベツと人参のペースト
野菜スープ　１０倍粥

12 金

ハンバーグ　さつま芋のコロコロサラダ
豆腐と小松菜のすまし汁　りんご
◎牛乳　甘辛せんべい
○ヨーグルト　ウエハース

豆腐と鶏ミンチのハンバーグ
さつま芋グラッセ
豆腐と小松菜のすまし汁　軟飯～全粥
○お茶　プレーンヨーグルト

豆腐と鶏ミンチのハンバーグ
さつま芋グラッセ
小松菜の旨煮　野菜スープ
５倍粥

豆腐のペースト　さつま芋のペースト
小松菜のペースト
野菜スープ　１０倍粥

13 土 牛乳　クッキー

15 月
ミートスパゲティー　白菜のごま和え
セロリのコンソメスープ　みかん
◎牛乳　バナナ　○牛乳　甘辛せんべい

鮭の塩焼き　白菜の柔か胡麻和え
セロリのコンソメスープ（パスタ入り）
軟飯～全粥　○お茶　バナナ

鮭の柔かそぼろ　白菜の柔か胡麻和え
じゃが芋の旨煮　野菜スープ
５倍粥

鮭のペースト　白菜と小松菜のペースト
人参とじゃが芋のペースト
野菜スープ　１０倍粥

16 火
炒り豆腐　焼きししゃも　なめこ汁
ブロッコリーの和風マヨネーズ和え　りんご
◎牛乳あられ　○牛乳　ジャムサンド

炒り豆腐　煮魚
ボイルブロッコリー　麩のすまし汁
軟飯～全粥　○お茶　パン粥

炒り豆腐　煮魚
ボイルブロッコリー
麩のすまし汁　５倍粥

豆腐の野菜あんかけ　煮魚
ブロッコリーのペースト　麩の柔か煮
１０倍粥　野菜スープ

17 水
チキンカツ　キャベツのコンソメ煮
コーンシチュー　オレンジ
◎牛乳　野菜かりんとう　○牛乳　あられ

じゃが芋のそぼろ煮　キャベツのコンソメ煮
ベーコンスープ　軟飯～全粥
○お茶　オレンジ

じゃが芋のそぼろ煮　キャベツの柔か煮
野菜スープ
５倍粥

じゃが芋と人参のペースト
キャベツのペースト　野菜スープ
白身魚のペースト　１０倍粥

18 木
赤魚の煮付け　切り干し大根煮
根菜の味噌汁　バナナ
◎牛乳　ふかし芋　○牛乳　黒糖蒸しパン

赤魚の煮付け　大根の煮物
根菜の味噌汁
軟飯～全粥　○お茶　バナナ

赤魚の煮付け　大根の煮物
根菜の味噌汁
５倍粥

白身魚のペースト
大根と人参のペースト
野菜スープ　１０倍粥

19 金
豚肉と白菜の中華炒め　大学芋
かぶの味噌汁　みかん
◎お茶　ヨーグルト　○牛乳　クッキー

豆腐の野菜あんかけ　さつま芋の旨煮
かぶの味噌汁　しらす干し　軟飯～全粥
○お茶　みかん

豆腐の野菜あんかけ　さつま芋お旨煮
かぶの味噌汁　しらす干し　５倍粥
○お茶　みかん

豆腐ペースト
白菜と人参のペースト　１０倍粥
さつまいものペースト　カブの味噌スープ

20 土 牛乳　せんべい

22 月
コーンラーメン　キャベツの中華和え
お魚ふりかけ　パイン
◎豆乳　ビスケット　○牛乳　おかき

鮭のムニエル　キャベツと人参の柔か煮
ほうれん草のおひたし　野菜スープ
お魚ふりかけ　軟飯～全粥
○お茶　ビスケット

焼き鮭　キャベツと人参の柔か煮
ほうれん草のおひたし
野菜スープ
５倍粥

鮭のペースト　野菜スープ
キャベツと人参のペースト
ほうれん草のペースト
１０倍粥

23 火 　　　　おめでとうバイキング

鶏肉のリゾット　じゃが芋煮
ブロッコリーと人参の柔か煮
野菜スープ　軟飯～全粥
○お茶　すりおろしりんご

鶏肉のリゾット　じゃが芋煮
ブロッコリーと人参の柔か煮
野菜スープ
５倍粥

じゃが芋のペースト
ブロッコリーと人参のペースト
野菜スープ　しらすペースト　１０倍粥

24 水
焼き鯖　ボイルウインナー　大根の煮物
白菜の味噌汁　バナナ
◎牛乳　ボーロ　○牛乳　ドーナッツ

煮魚　大根の煮物
白菜の味噌汁
軟飯～全粥　○お茶　バナナ

煮魚　大根の煮物
白菜の味噌汁
５倍粥　○お茶　バナナ

白身魚のペースト　大根と人参のペースト
白菜と麩のペースト　いんげんのペースト
野菜スープ　１０倍粥

25 木

揚げ餃子　伴三糸
みかん　えのきのかきたま汁
◎牛乳　チーズ
○のむヨーグルト　ビスケット

鶏肉の照り煮　　人参グラッセ
玉ねぎとキャベツの煮物
野菜スープ
軟飯～全粥　○お茶　みかん

鶏肉の照り煮ほぐし　人参グラッセ
玉ねぎとキャベツの煮物
しらす干し　野菜スープ
５倍粥

玉ねぎとキャベツのペースト
人参の旨煮
野菜スープ
しらす干し　１０倍粥

26 金

キッズ麻婆　かぼちゃの甘煮
白菜と小松菜のおかか和え
玉ねぎの味噌汁　グレープフルーツ
◎牛乳　米菓子　○牛乳　サブレ

煮豆腐　かぼちゃのそぼろ煮
白菜と小松菜の柔か煮　玉ねぎの味噌汁
軟飯～全粥　○お茶　ソフトせんべい

煮豆腐　かぼちゃのそぼろ煮
白菜と小松菜の柔か煮　玉ねぎの味噌汁
５倍粥　○お茶　ソフトせんべい

豆腐ペースト　かぼちゃペースト
白菜と小松菜のペースト
玉ねぎスープ　１０倍

27 土 牛乳　あられ

29 月
親子うどん　ツナとキャベツの和え物
チーズ　バナナ
◎牛乳　ステックパン　○牛乳　塩せんべい

煮込みうどん　いんげんと人参の柔か煮
ツナとキャベツの和え物
軟飯～全粥　○お茶　バナナ

煮込みうどん
いんげんと人参の柔か煮
ツナとキャベツ柔か和え物　５倍粥

うどんと野菜のペースト
いんげんとキャベツのペースト
野菜スープ　１０倍粥

30 火
豚肉の生姜焼き　納豆和え
わかめとじゃが芋の味噌汁　みかん
◎牛乳　おかき　○牛乳　フレンチトースト

煮魚　納豆和え
わかめとじゃが芋の味噌汁
軟飯～全粥
○お茶　トースト

煮魚
納豆和え
わかめとじゃが芋の味噌汁
５倍粥

白身魚のペースト
小松菜と人参のペースト
じゃが芋のペースト
野菜スープ　１０倍粥

31 水

鮭のごまマヨネーズ焼き
ほうれん草のじゃこあえ
冬野菜のミルクスープ　オレンジ
◎牛乳　みかん　○牛乳　マカロニ安倍川

焼き鮭　ほうれん草のじゃこあえ
冬野菜スープ　軟飯～全粥
○お茶　マカロニ安倍川

焼き鮭ほぐし
ほうれん草とじゃこの柔か和え物
冬野菜スープ
５倍粥

鮭のペースト
ほうれん草とキャベツのペースト
かぶと人参のペースト
野菜スープ　１０倍粥

29 月31 水

1月　離乳食献立予定　                                     平成30年度　　　　　保育所


