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離乳食献立

日付

完了期

ごはん みそ汁（豆腐・かぼ
ちゃ） かじきともやしの煮
01木 物 ゆで野菜（にんじん・な
す）

2022年09月
後期

虹の丘保育園
中期

初期

日付

完了期

後期

硬粥 みそ汁（豆腐・かぼ
ちゃ） かじきともやしの煮
物 ゆで野菜（にんじん・な
す）

全粥 みそ汁（豆腐・かぼ １０倍粥 すり流し（豆腐）
ちゃ） かじきともやしの煮 野菜のペースト（だいこん・
物 ゆで野菜（にんじん・な かぼちゃ）
す）

ごはん すまし汁（チンゲン
菜・油揚げ） さわらの蒸し
15木 みそ焼き かぼちゃのマリ
ネ

ごはん みそ汁（チンゲン
菜・わかめ） 豆腐の五目

硬粥 みそ汁（チンゲン菜・
たまねぎ） 豆腐団子とさつ
ま芋のあんかけ いんげん
の煮浸し

全粥 みそ汁（チンゲン菜・ １０倍粥 ペースト（豆腐・チ
たまねぎ） 豆腐団子とさつ ンゲン菜・たまねぎ）
ま芋のあんかけ いんげん
の煮浸し

16金 にんじんのそぼろあんかけ んじんのそぼろあんかけ

みそ炒め丼 煮りんご

硬粥 鶏肉と納豆のみそ煮 全粥 鶏肉と納豆のみそ煮 １０倍粥 ペースト（納豆・
煮りんご
煮りんご
キャベツ）

02金 焼き いんげんの煮浸し

03土

ごはん 豆乳汁（さつまい
も・たまねぎ・チンゲン菜）
いんげんのツナ和え
てりやき野菜丼 煮りんご

17土

硬粥 すまし汁（チンゲン
菜・にんじん） 白身魚と野
菜の煮物（かぼちゃ・たま
ねぎ） ゆで野菜（きゅうり）

中期

初期

全粥 すまし汁（チンゲン １０倍粥 すり流し（白身魚）
菜・にんじん） 白身魚と野 野菜のペースト（かぼちゃ・
菜の煮物（かぼちゃ・たま たまねぎ）
ねぎ） ゆで野菜（きゅうり）

硬粥 豆乳汁（さつまいも・ 全粥 豆乳汁（さつまいも・ １０倍粥 豆乳汁（さつまい
たまねぎ・チンゲン菜） に たまねぎ・チンゲン菜） に も・たまねぎ・チンゲン菜）
んじんのそぼろあんかけ
いんげんのツナ和え
いんげんのツナ和え
硬粥 豆腐の野菜そぼろあ 全粥 豆腐の野菜そぼろあ １０倍粥 すり流し（豆腐）
んとじ 煮りんご
んとじ 煮りんご
野菜のペースト（キャベツ・
にんじん）

ごはん とうがんのスープ 硬粥 とうがんのスープ（豆 全粥 とうがんのスープ（豆 １０倍粥 すり流し（豆腐）
（豆腐） 鶏ひき肉とたまね 腐） 鶏ひき肉とたまねぎの 腐） 鶏ひき肉とたまねぎの 野菜のペースト（たまねぎ・
05月 ぎの煮物 粉ふき芋（青の 煮物 粉ふき芋（青のり）
煮物 粉ふき芋（青のり）
にんじん）
り）

ごはん わかめスープ（キャ 硬粥 野菜スープ（キャベ
ベツ） マーボーなす ゆで ツ） 豆腐となすのみそ煮
20火 いんげん
（鶏） ゆでいんげん

全粥 野菜スープ（キャベ
ツ） 豆腐となすのみそ煮
（鶏） ゆでいんげん

ごはん みそ汁（切干しだ
いこん・さといも） さわらと
06火 人参の煮物 おくらとキャベ
ツの和え物 なし

ごはん じゃがいものスー 硬粥 野菜スープ（じゃが
プ 厚揚げのケチャップ煮 いも・チンゲン菜） 豆腐の
21水 ゆで野菜（キャベツ）
そぼろあんかけ ゆで野菜
（キャベツ）

全粥 野菜スープ（じゃが １０倍粥 ペースト（豆腐・
いも・チンゲン菜） 豆腐の じゃがいも・チンゲン菜）
そぼろあんかけ ゆで野菜
（キャベツ）

硬粥 みそ汁（たまねぎ・さ
といも） 白身魚と人参の煮
物 おくらとキャベツの和え
物

全粥 みそ汁（たまねぎ・さ １０倍粥 すり流し（白身魚）
といも） 白身魚と人参の煮 野菜のペースト（にんじん・
物 おくらとキャベツの和え キャベツ）
物

ごはん みそ汁（もやし・チ 硬粥 みそ汁（もやし・チン 全粥 みそ汁（もやし・チン １０倍粥 すり流し（豆腐）
ンゲン菜） 豆腐の和風あ ゲン菜） 豆腐の和風あん ゲン菜） 豆腐の和風あん 野菜のペースト（たまねぎ・
07水 んかけ ゆで野菜（きゅうり） かけ ゆで野菜（きゅうり） かけ ゆで野菜（きゅうり） チンゲン菜）
ごはん みそ汁（かぼちゃ・ 硬粥 みそ汁（かぼちゃ・た 全粥 みそ汁（かぼちゃ・た １０倍粥 ペースト（納豆・か
わかめ） ピーマンの細切り まねぎ） 鶏肉と納豆のカラ まねぎ） 鶏肉と納豆のカラ ぼちゃ・たまねぎ）
08木 炒め きゅうりのゆかりあえ フル煮 ゆで野菜（きゅうり） フル煮 ゆで野菜（きゅうり）
煮りんご
菜飯 みそ汁（なす・たまね
ぎ） たらの磯辺焼き ゆで
09金 野菜（さつまいも・にんじ
ん）

菜粥（硬粥） みそ汁（な
す・たまねぎ） たらの磯辺
和え ゆで野菜（さつまい
も・にんじん）

菜粥（全粥） みそ汁（な
１０倍粥 すり流し（たら）
す・たまねぎ） たらの磯辺 野菜のペースト（さつまい
和え ゆで野菜（さつまい も・にんじん）
も・にんじん）

１０倍粥 すり流し（豆腐）
野菜のペースト（キャベツ・
たまねぎ）

ごはん みそ汁（豆腐・な 硬粥 みそ汁（豆腐・なす） 全粥 みそ汁（豆腐・なす） １０倍粥 すり流し（豆腐）
す） かじきのカレーあんか かじきの野菜がけ つぶし かじきの野菜がけ つぶし 野菜のペースト（チンゲン
22木 け ベイクド里芋（青のり） 里芋（青のり）
里芋（青のり）
菜・たまねぎ）

24土

野菜そぼろ丼(納豆） 煮り 硬粥 野菜そぼろ納豆 煮 全粥 野菜そぼろ納豆 煮 １０倍粥 ペースト（納豆・こ
んご
りんご
りんご
まつな・にんじん）

キッズビビンバ 野菜スー 硬粥 野菜スープ（とうが
全粥 野菜スープ（とうが
１０倍粥 すり流し（豆腐）
プ（とうがん・たまねぎ） 煮 ん・たまねぎ） 豆腐の野菜 ん・たまねぎ） 豆腐の野菜 野菜のペースト（ほうれんそ
26月 りんご
そぼろあんかけ 煮りんご そぼろあんかけ 煮りんご う・にんじん）

軟飯 豆腐の野菜そぼろが 硬粥 豆腐の野菜そぼろが 全粥 豆腐の野菜そぼろが １０倍粥 すり流し（豆腐）
け（にんじん・たまねぎ） 粉 け（にんじん・たまねぎ） 粉 け（にんじん・たまねぎ） 粉 野菜のペースト（にんじん・
10土 ふきいも（青のり） 煮りんご ふきいも（青のり） 煮りんご ふきいも（青のり） 煮りんご たまねぎ）

ごはん 豆腐みそ汁（玉ね 硬粥 豆腐みそ汁（玉ね
全粥 豆腐みそ汁（玉ね
１０倍粥 すり流し（白身魚）
ぎ・あげ） 白身魚の香り蒸 ぎ） 白身魚とチンゲン菜の ぎ） 白身魚とチンゲン菜の 野菜のペースト（かぼちゃ・
27火 し（人参） かぼちゃ（蒸し） 煮物 かぼちゃ（蒸し）
煮物 かぼちゃ（蒸し）
たまねぎ）

ごはん 豆腐団子とかぼ
硬飯 豆腐団子とかぼちゃ 全粥 豆腐団子とかぼちゃ １０倍粥 すり流し（豆腐）
ちゃの汁煮(みそ） ゆで野 の汁煮(みそ） ゆで野菜
の汁煮(みそ） ゆで野菜
野菜のペースト（かぼちゃ・
12月 菜（きゅうり）
（きゅうり）
（きゅうり）
たまねぎ）

ごはん みそ汁（鶏肉・な 硬粥 みそ汁（なす・さつま 全粥 野菜スープ（キャベ １０倍粥 ペースト（豆腐・
す） 炒り豆腐（ちくわひじ いも） 豆腐のくずし煮（鶏） ツ） 鶏団子のたまねぎあん キャベツ・にんじん）
28水 き） 磯辺さつまいも（焼き） 煮りんご
かけ ゆで野菜（じゃがい
煮りんご
も・きゅうり）

ごはん 豆腐みそ汁（もや 硬粥 豆腐みそ汁（もやし） 全粥 豆腐みそ汁（もやし） １０倍粥 すり流し（しらす）
し・えのき） 肉じゃが（豚
肉じゃが（鶏） 小松菜のし 肉じゃが（鶏） 小松菜のし 野菜のペースト（こまつな・
13火 肉） 小松菜のしらすサラダ らすサラダ（キャベツ）
らすサラダ（キャベツ）
キャベツ）
（キャベツ）

ごはん 野菜スープ（キャベ 硬粥 野菜スープ（キャベ
ツ） ミートローフ（コーン） ツ） 鶏団子のたまねぎあん
29木 さっぱりポテトサラダ
かけ ゆで野菜（じゃがい
も・きゅうり）

全粥 野菜スープ（キャベ １０倍粥 ペースト（豆腐・
ツ） 鶏団子のたまねぎあん キャベツ・にんじん）
かけ ゆで野菜（じゃがい
も・きゅうり）

ごはん みそ汁（だいこん・
にんじん） じゃがいものそ
14水 ぼろ納豆がけ ゆで野菜
（きゅうり）

ごはん みそ汁（こまつな・
たまねぎ） 白身魚とにんじ
30金 んの煮物 きゅうりとささみ
の和え物

全粥 みそ汁（こまつな・た １０倍粥 すり流し（白身魚）
まねぎ） 白身魚とにんじん 野菜のペースト（こまつな・
の煮物 きゅうりとささみの たまねぎ）
和え物

硬粥 みそ汁（だいこん・に
んじん） じゃがいものそぼ
ろ納豆がけ ゆで野菜（きゅ
うり）

全粥 みそ汁（だいこん・に １０倍粥 ペースト（納豆・だ
んじん） じゃがいものそぼ いこん・にんじん）
ろ納豆がけ ゆで野菜（きゅ
うり）

硬粥 みそ汁（こまつな・た
まねぎ） 白身魚とにんじん
の煮物 きゅうりとささみの
和え物

