
献立作成者：原口

時間帯 献立 黄 赤 緑
熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

1 午前おやつ りんご りんご
木 昼食 おかゆ 米

野菜のそぼろ煮 鶏ミンチ にんじん
さつま芋の旨煮 さつまいも
野菜スープ たまねぎ、こまつな

2 午前おやつ バナナ バナナ
金 昼食 おかゆ 米

白身魚のとろみ煮 白身魚 ほうれんそう
キャベツの煮物 キャベツ
みそ汁 みそ たまねぎ（こねぎ）

5 午前おやつ オレンジ オレンジ
月 昼食 おかゆ 米

鶏ささみの煮物 ささみ たまねぎ（こねぎ）
ほうれん草の旨煮 ほうれん草、にんじん
みそ汁 じゃがいも みそ にんじん

6 午前おやつ 粉ふき芋 じゃがいも オレンジ
火 昼食 野菜うどん うどん 鶏ミンチ にんじん、たまねぎ、（こねぎ）

野菜の旨煮 キャベツ、はくさい
かぼちゃの煮物 かぼちゃ
バナナ バナナ

7 午前おやつ りんご りんご
水 昼食 おかゆ 米

白身魚の煮物 白身魚 にんじん
ブロッコリーの旨煮 ブロッコリー、にんじん
すまし汁 ちんげんさい、たまねぎ

8 午前おやつ バナナ
木 昼食 おかゆ 米

野菜のそぼろ煮 鶏ミンチ たまねぎ
ほうれん草の煮物 ほうれん草、にんじん
じゃがいもスープ じゃがいも （こねぎ）
オレンジ オレンジ

9 午前おやつ 果物 果物
金 昼食 おかゆ こめ

鶏ささみの煮物 ささみ にんじん、キャベツ
かぼちゃの旨煮 かぼちゃ
すまし汁 たまねぎ、こまつな

10 午前おやつ 菓子
土 昼食 おかゆ 米

鶏ミンチの旨煮 鶏ミンチ たまねぎ
じゃがいもの煮物 じゃがいも かぼちゃ
みそ汁 たまねぎ、こまつな

12 午前おやつ バナナ バナナ
月 昼食 野菜うどん うどん ささみ にんじん、たまねぎ

小松菜の煮物 こまつな、たまねぎ
キャベツの旨煮 キャベツ、にんじん、たまねぎ
オレンジ オレンジ

13 午前おやつ 豆乳スープ じゃがいも 豆乳
火 昼食 おかゆ 米

野菜のそぼろ煮 鶏ミンチ ほうれん草
白菜の煮物 白菜、にんじん
みそ汁 みそ 木綿豆腐、たまねぎ
りんご りんご

14 午前おやつ オレンジ オレンジ
水 昼食 おかゆ 米

白身魚の煮物 白身魚 にんじん
キャベツの旨煮 キャベツ、たまねぎ
みそ汁 みそ じゃがいも、なす（こねぎ）

15 午前おやつ りんご りんご
木 昼食 おかゆ 米

鶏ミンチの煮物 鶏ミンチ たまねぎ
じゃがいもの旨煮 じゃがいも
野菜スープ たまねぎ、こまつな
バナナ バナナ

16 午前おやつ オレンジ オレンジ
金 昼食 おかゆ 米

ささみの旨煮 ささみ ほうれん草
チンゲン菜の煮物 チンゲン菜、にんじん
みそ汁 みそ だいこん、にんじん

17 午前おやつ 菓子
土 昼食 おかゆ こめ

キャベツのそぼろ煮 鶏ミンチ キャベツ
かぼちゃの煮物 かぼちゃ
すまし汁 白菜、たまねぎ、にんじん

19 午前おやつ オレンジ オレンジ
月 昼食 おかゆ 米

鶏ミンチのとろみ煮 鶏ミンチ たまねぎ（こねぎ）
大根の煮物 だいこん、にんじん
みそ汁 みそ 木綿豆腐、キャベツ

20 午前おやつ 粉ふき芋 じゃがいも
火 昼食 野菜うどん うどん ささみ 白菜、たまねぎ、にんじん

かぼちゃの旨煮 かぼちゃ
野菜の煮物 にんじん、こまつな
バナナ バナナ

21 午前おやつ 豆乳スープ さつまいも 豆乳
水 昼食 おかゆ 米

野菜のそぼろ煮 鶏ミンチ たまねぎ
花まつり ほうれん草の煮物 ほうれん草、にんじん

すまし汁 たまねぎ、こまつな
22 午前おやつ バナナ バナナ
木 昼食 おかゆ 米

ささみと野菜の煮物 ささみ だいこん、にんじん
チンゲン菜の旨煮 チンゲン菜、たまねぎ
みそ汁 みそ 白菜、にんじん、たまねぎ
オレンジ オレンジ

23 午前おやつ りんご りんご
金 昼食 おかゆ 米

白身魚のとろみ煮 白身魚 にんじん
お誕生日会 ブロッコリーの旨煮 ブロッコリー

野菜スープ じゃがいも キャベツ、
24 午前おやつ 菓子
土 昼食 おかゆ 米

鶏ミンチと野菜の旨煮 鶏ミンチ たまねぎ、（いんげん）
大根の煮物 だいこん、にんじん
みそ汁 みそ なす、たまねぎ、（こねぎ）

26 午前おやつ バナナ りんご
月 昼食 おかゆ 米

鶏ささみの旨煮 ささみ にんじん
こまつなの煮物 こまつな、にんじん
すまし汁 木綿豆腐（こねぎ）

27 午前おやつ オレンジ オレンジ
火 昼食 おかゆ 米

野菜のそぼろ煮 鶏ミンチ 白菜
チンゲン菜の煮物 チンゲン菜、にんじん
野菜スープ たまねぎ、（こねぎ）
りんご りんご

28 午前おやつ バナナ バナナ
水 昼食 おかゆ 米

鶏ささみの旨煮 ささみ たまねぎ
ほうれん草の煮物 ほうれん草、にんじん
みそ汁 みそ だいこん、にんじん（こねぎ）

30 午前おやつ りんご りんご
金 昼食 おかゆ 米

白身魚のとろみ煮 白身魚 にんじん
かぼちゃの煮物 かぼちゃ
みそ汁 さつまいも みそ たまねぎ、にんじん
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曜

材         料        名

※上記の献立は離乳食（中期・後期）の献立になります（初期・中期・後期・完了期）にあわせた食事を提供させて頂きます。

※おやつはその日の食材に応じて（初期・中期・後期・完了期）にあわせたものを提供させて頂きます。
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