
平成29年
＊赤・黄・緑の食べ物のグループ分けは、６つの基礎食品（厚生労働省）と、食べ物の３つの働き（文部科学省）をもとにしています。
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豚肉 米 人参 もずく 米 青ピーマン

油揚げ 麦 たまねぎ 豚ひき肉 麦 赤ピーマン

もずく じゃが芋 糸こんにゃく 豆腐 きゅうり

グリンピース 卵 ねぎ

きゅうり パイン缶

なす 桃缶

ねぎ 杏仁

ネーブル

鶏肉 米 小松菜 さんま 米 にがうり

ツナ缶 麦 人参 ポーク 麦 人参

さつまあげ あわ しいたけ 豆腐 玉ねぎ

Ｐヨーグルト 玉ねぎ 卵 もやし

なめこ 冬瓜

りんご ねぎ

バナナ バナナ

ねぎ

白身魚 米 マシュルーム缶 鶏肉 米 ほうれん草

竹小町 麦 玉ねぎ ベーコン 麦 コーン缶

ささがきごぼう あわ 人参

人参 玉ねぎ

糸こんにゃく キャベツ

しめじ ねぎ

えのき りんご

バナナ

鶏肉 麦 コーン缶 ハム 中華麺 きゅうり

ポーク 米 ブロッコリー 卵 しいたけ

玉ねぎ もやし

人参 かぼちゃ

ほうれん草 ネーブル

りんご

鶏肉 米 人参 豆腐 米 しいたけ

ツナ缶 麦 玉ねぎ 豚ひき肉 麦 人参

わかめ コーン缶 卵 玉ねぎ

グリンピース たけのこ

レタス ニラ

きゅうり きゅうり

トマト ねぎ

ネーブル バナナ

卵 そうめん 人参 鶏肉 米 たけのこ

なると じゃが芋 トマト ベーコン 麦 人参

ハム おくら カルラナイス キャベツ

レタス 春雨 大根

きゅうり ねぎ

コーン缶 スイカ

すいか

鶏肉 米 玉ねぎ 豚肉 米 パパイヤ

麦 人参 ツナ缶 麦 人参

しいたけ はんぺん ニラ

ねぎ あおさ トマト

きゅうり

白菜

白桃缶

豚肉 米 人参 鶏ひき肉 ロールパン 玉ねぎ

ちくわ 麦 もやし 豆腐 人参

卵 カルライナス ブロッコリー カニ棒 ピーマン

大根 きゅうり

しいたけ かぼちゃ

ねぎ スイカ

りんご

豚ひき肉 スパゲッティ 人参 鮭 米 人参

鶏ひき肉 じゃが芋 玉ねぎ 昆布 麦 切干大根

卵 トマト 豚肉 こんにゃく

マッシュルーム缶 さつまあげ いんげん

セロリ 油揚げ なす

ピーマン ねぎ

小松菜 バナナ

ネーブル

豚レバー 米 ささがきごぼう

なると 麦 人参

わかめ もやし

こんにゃく

かいわれ

りんご

白身魚 米 こんにゃく 豚肉 米 レタス

焼き豚 麦 人参 卵 麦 枝豆

油あげ コーン缶 玉ねぎ

小松菜 マシュルーム缶

へちま 人参

ねぎ グリンピース

バナナ パイン缶

豚肉 米 ほうれん草 赤魚 米 こんにゃく

カニ棒 麦 もやし ひじき 麦 人参

じゃが芋 人参 大豆 白菜

きゅうり ちくわ ねぎ

しいたけ 油あげ メロン

白菜

にら

メロン

ウインナー 米 赤ピーマン

ツナ缶 麦 人参

豆腐 麩 キャベツ

たまねぎ

しめじ

かぼちゃ

ねぎ

1
土

麦ごはん
18
火

もずく丼

可愛保育園

作成者：栄養士　池間　花菜美

日
曜

お　や　つ おもな材料（昼食）
日
曜 献　立　名

お　や　つ おもな材料（昼食）

クッキー チーズ

肉じゃが 和え物どらやき アガラサー

(午前)　１～２歳児 (午前)　１～２歳児

(午後)　全　園　児 (午後)　全　園　児

みそ汁　ネーブル 杏仁フルーツ

もずくの酢の物 ゆし豆腐ミルク ミルク

３
月

あわごはん

19
水

麦ごはんウエハース バナナ

鶏肉のさっぱり煮

なめこ汁　 フルーツヨーグルト みそ汁　バナナ

さんま塩焼きホットケーキ かぼちゃパウンド

小松菜炒め ゴーヤチャンプルーミルク ミルク

5
水

麦ごはん

21
金

冷やし中華

クッキー

魚マヨネーズ焼き タンドリーチキン芋蒸しパン スイートポテト
4
火

麦ごはん　　　

20
木

あわごはんクラッカー

きんぴらごぼう ほうれん草ソテーミルク

Ｃａせんべい Ｃａせんべい

揚げ鶏ケチャップあん かぼちゃ天ブラウニー みそおにぎり

ミルク

みそ汁　バナナ 野菜スープ　　りんご

ブロッコリー炒め ネーブル 麦茶

スープ　りんご ミルク

りんご

トマトサラダ 麻婆豆腐ちんびん
6
木

 

チキンカレー

22
土

麦ごはんチーズ

わかめスープ 甘酢づけミルク

ネーブル スープ　バナナ

7
金

   

☆七夕そうめん☆

24
月

麦ごはんせんべい せんべい

コロッケ 鶏肉照り焼きお星さまクッキー マドレーヌ

大豆サラダ 春雨の中華炒め七夕ゼリー ミルク

スイカ みそ汁　りんご

白菜みそ汁 パパイヤイリチーミルク

8
土

   

親子丼

25
火

麦ごはんクッキー Ｃａボーロ

きゅうり中華風

ミルク

白桃缶 あおさ汁　　ゼリー

豚の角煮　　トマト黒棒　バナナ ヒラヤーチ

ウエハース

豚肉の生姜焼き 豆腐ハンバーグサータアンダギー 誕生日ケーキ

ジュース

みそ汁　　りんご パンプキンスープ　　スイカ

11
火

スパゲッティーミートソース

27
木

麦ごはん

ネーブル みそ汁　バナナ

10
月

  

麦ごはん

26
水

ロールパンＣaボーロ

人参シリシリー マカロニサラダ 　お誕生会ミルク

バナナ クッキー

ポテトサラダ 鮭のもみじ焼き桜エビのおにぎり ぜんざい

野菜と卵スープ 切り干し大根の炒め煮 せんべい
麦茶 麦茶

13
木

麦ごはん　　煮豆

29
土

ハヤシライス

クラッカー

心のこもった レバーフライ豆乳蒸しパン ごまクッキー
12
水

～お弁当会～
28
金

麦ごはんウエハース

お弁当をお願いします しゃきしゃき炒めミルク

温さつまいも バナナ

魚の照り焼き 枝豆キャロットサンド クリームパン

固形ヨーグルト

すまし汁　りんご

こんにゃくソテー レタススープミルク ミルク

みそ汁　りんご パイン缶

温さつまいも

フライドポテト 赤魚の煮つけバナナケーキ ココア蒸しパン14
金

ビビンバ

31
月
     

麦ごはんクッキー

中華スープ ひじき五目煮 ミルク

メロン ミルク みそ汁　メロン

15
土

麦ごはん せんべい

ボイルウインナー

みそ汁　ネーブル ★食物アレルギー対応食は、医師の診断書に基づき実施しています。

★材料、行事、その他の都合により、献立を変更することがあります。
バームクーヘン

野菜炒め ★「離乳食の献立表」は、該当者だけにお配りしてます。
ミルク

幼 児 食 こ ん だ て
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回
月齢 ５・６ヶ月頃 （開始後１ヶ月間） ７・８ヶ月頃 ９・１０・１１ヶ月頃 ７・８ヶ月頃 ９・１０・１１ヶ月頃 

形態 なめらかにすりつぶした状態 舌でつぶせる固さ 歯ぐきでつぶせる固さ 舌でつぶせる固さ 歯ぐきでつぶせる固さ

固さ プレーンヨーグルト状（ごっくん） 絹ごし豆腐位（もぐもぐ） バナナ位（かみかみ） 絹ごし豆腐位（もぐもぐ） バナナ位（かみかみ）

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 納豆がゆ 納豆がゆ
1 根菜ペースト 鶏じゃが 鶏じゃが 豆腐と野菜のすまし汁 豆腐と野菜のすまし汁

すまし汁 みそ汁 みそ汁 バナナ バナナ
ネーブル ネーブル

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 菜がゆ 菜がゆ⇒軟飯
3 トマトつぶし 鶏と野菜トマト煮 鶏と野菜トマト煮 ツナと野菜スープ ツナと野菜スープ

すまし汁 じゃが芋みそ汁 じゃが芋みそ汁 桃缶 桃缶
りんごヨーグルト りんごヨーグルト

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ さつまいもがゆ さつまいもがゆ⇒軟飯
4 白身魚すり流し 白身魚のコーンクリーム煮 白身魚のコーンクリーム煮 豆腐と野菜のうま煮 豆腐と野菜のうま煮

すまし汁 すまし汁 すまし汁 わかめみそ汁 わかめみそ汁
バナナ バナナ ネーブル ネーブル

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 おじや おじや
5 ポテトのすり流し 鶏と野菜のうま煮 鶏と野菜のうま煮 人参スープ 人参スープ

すまし汁 みそ汁 みそ汁 ネーブル ネーブル
りんご りんご

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 バナナの蒸しパン バナナの蒸しパン
6 根菜ペースト じゃが芋と人参の重ね煮 じゃが芋と人参の重ね煮 コーンスープ コーンスープ

すまし汁 わかめスープ わかめスープ
りんご りんご

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 みどりがゆ みどりがゆ⇒軟飯
7 白身魚とかぼちゃのペースト 魚とブロッコリーの煮物 魚とブロッコリーの煮物 チキンスープ チキンスープ

すまし汁 みそそうめん汁 みそそうめん汁 りんごゼリー りんごゼリー
スイカ スイカ

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 全がゆ 全がゆ⇒軟飯
8 あけぼの豆腐 あけぼの豆腐 あけぼの豆腐 野菜と白身魚のうま煮 野菜と白身魚のうま煮

すまし汁 白菜みそ汁 白菜みそ汁 すまし汁 すまし汁
白桃缶 白桃缶 バナナ バナナ

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 人参がゆ 人参がゆ⇒軟飯
10 人参・とうがんペースト 鶏と根菜の煮物 鶏と根菜の煮物 豆腐と野菜のやわらか煮 豆腐と野菜のやわらか煮

すまし汁 みそ汁 みそ汁 あおさ汁 あおさ汁
りんご りんご ネーブル ネーブル

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 菜がゆ 菜がゆ⇒軟飯 全がゆ 全がゆ⇒軟飯
11 ポテトのすり流し マッシュポテト マッシュポテト かぼちゃ鶏ささみ煮 かぼちゃ鶏ささみ煮

すまし汁 トマトスープ トマトスープ みそ汁 みそ汁
バナナ バナナ ネーブル ネーブル

ほうれん草蒸しパン ほうれん草蒸しパン
12 白身魚のコーンクリームスープ 白身魚のコーンクリームスープ

バナナ バナナ

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 パンがゆ⇒コロコロトースト スティックトースト
13 白身魚すり流し 煮魚とかぼちゃ 煮魚とかぼちゃ ポテトスープ ポテトスープ

すまし汁 すまし汁 すまし汁 ネーブル ネーブル
りんご りんご

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 しらすがゆ しらすがゆ⇒軟飯
14 根菜ペースト 豆腐と野菜のうま煮 豆腐と野菜のうま煮 野菜スープ 野菜スープ

すまし汁 みそ汁 みそ汁 りんごゼリー りんごゼリー
メロン メロン

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 おじや おじや
15 二色ペースト 白身魚のみどり煮 白身魚のみどり煮 みそ汁 みそ汁

すまし汁 すまし汁 すまし汁 バナナ バナナ
ネーブル ネーブル

土
（主な材料）米 白身魚  ブロッコリー玉ねぎ人参かぼちゃネーブル 米小松菜ツナ缶玉ねぎとうふわかめバナナ

お弁当会
心のこもったお弁当をおねがいします。

木
（主な材料）米 白身魚 玉ねぎ かぼちゃ キャベツ そうめん りんご 食パン鶏ささみ玉ねぎじゃが芋人参ネーブル

金
（主な材料）米 絹ごし豆腐人参たまねぎさつま芋大根メロン 米しらす白菜人参玉ねぎりんごゼラチン

火
（主な材料）米　じゃが芋人参玉ねぎキャベツトマトツナ缶バナナ 米かぼちゃ鶏ささみ人参玉ねぎわかめ豆腐ネーブル

水
（主な材料） ＨＫミックスほうれん草白身魚キャベツ玉ねぎコーンクリーム缶バナナ

土
（主な材料）米　絹ごし豆腐　人参玉ねぎほうれん草白菜白桃缶 米白身魚キャベツ人参玉ねぎ冬瓜バナナ

月
（主な材料）米　鶏ささみ　人参玉ねぎさつま芋大根　りんご 米人参絹ごし豆腐じゃが芋玉ねぎあおさ冬瓜ネーブル

木
（主な材料）米　じゃが芋人参玉ねぎわかめ豆腐りんご ＨＫミックス粉バナナ玉ねぎキャベツ人参クリームコーン缶

金
（主な材料）米かぼちゃしらす干しブロッコリー玉ねぎそうめん人参スイカ 米ほうれん草鶏ささみ人参玉ねぎ冬瓜りんごゼラチン

火
（主な材料）米白身魚人参玉ねぎコーンクリーム缶大根バナナ 米さつまいも絹ごし豆腐人参玉ねぎわかめ麩ネーブル

水
（主な材料）米　人参鶏ささみ玉ねぎブロッコリーほうれん草とうがんりんご　 米　小松菜玉ねぎツナ缶　人参　ネーブル

土
（主な材料）米じゃが芋玉ねぎ人参鶏ささみなすネーブル 米ひきわり納豆絹ごし豆腐キャベツ人参バナナ

月
（主な材料）米鶏ささみブロッコリー人参玉ねぎトマトじゃが芋りんごＰヨーグルト 米小松菜ツナ缶絹ごし豆腐キャベツ人参桃缶

【平成29年】
★厚生労働省 『授乳・離乳の支援ガイド』 に沿って、離乳食を進めます。

★献立は月齢ごとの目安です。使用食品・調理形態・分量など、個人差を考慮します。

★離乳完了は１歳～1歳６ヶ月頃です。進み具合をみながら幼児食へ移行していきます。 　　　　　　　　【NO1】（作成者）栄養士　池間　花菜美

1回食（午前） ２回食（午後）

離 乳 食 こ ん だ て
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回
月齢 5・6ケ月頃（開始後1ケ月間) 7・８ケ月頃 9・10・11ケ月頃 7・８ケ月頃 9・10・11ケ月頃
形態 なめらかにすりつぶした状態 舌でつぶせる固さ 歯ぐきでつぶせる固さ 舌でつぶせる固さ 歯ぐきでつぶせる固さ

固さ プレーンヨーグルト状（ごっくん） 絹ごし豆腐位（もぐもぐ） バナナ位（かみかみ） 絹ごし豆腐位（もぐもぐ） バナナ位（かみかみ）

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 きなこがゆ きなこがゆ⇒軟飯
18 根菜ペースト 魚と人参うま煮 魚と人参うま煮 さつま芋とりんごの重ね煮 さつま芋とりんごの重ね煮

すまし汁 ゆし豆腐 ゆし豆腐 みそ汁 みそ汁
ネーブル ネーブル

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 納豆がゆ 納豆がゆ⇒軟飯
19 二色ペースト 豆腐と野菜のうま煮 豆腐と野菜のうま煮 みそ汁 みそ汁

すまし汁 すまし汁 すまし汁 バナナ バナナ
りんご りんご

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 おじや おじや
20 あけぼの豆腐 鶏ささみのみどり煮 鶏ささみのみどり煮 みそ汁 みそ汁

すまし汁 あおさ汁 あおさ汁 ネーブル ネーブル
りんご りんご

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 パンがゆ⇒コロコロトースト スティックトースト
21 人参ペースト 白身魚トマト煮 白身魚トマト煮 かぼちゃスープ かぼちゃスープ

バナナペースト くたくたソーメン くたくたソーメン リンゴゼリー リンゴゼリー
ネーブル ネーブル

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 菜がゆ 菜がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯
22 かぼちゃペースト さつま芋マッシュ さつま芋マッシュ きゅうりのおかか煮 きゅうりのおかか煮

すまし汁 豆腐と野菜のスープ 豆腐と野菜のスープ 魚汁 魚汁
りんご りんご バナナ バナナ

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 おじや おじや
24 トマトつぶし 鶏じゃが 鶏じゃが 人参スープ 人参スープ

すまし汁 みそ汁 みそ汁 ネーブル ネーブル
りんご りんご

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 ホットケーキ ホットケーキ
25 人参とバナナのすりつぶし チキンと野菜のうま煮 チキンと野菜のうま煮 クリームコーンスープ クリームコーンスープ

すまし汁 あおさ汁 あおさ汁 ネーブルゼリー ネーブルゼリー
バナナ バナナ

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ トマトリゾット風 トマトリゾット風 みどりがゆ みどりがゆ⇒軟飯
26 トマトつぶし         マッシュポテト マッシュポテト 白身魚と野菜スープ 白身魚と野菜スープ

ポテトスープ すまし汁 すまし汁 ネーブル ネーブル
すいか すいか

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 全がゆ 全がゆ⇒軟飯
27 人参とりんごのペースト 白身魚のミルク煮 白身魚のミルク煮 豆腐の二色和え 豆腐の二色和え

すまし汁 みそ汁 みそ汁 ポテトスープ ポテトスープ
りんご りんご バナナ バナナ

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ レバーがゆ レバーがゆ⇒軟飯 人参がゆ 人参がゆ⇒軟飯
28 ポテトすり流し 豆腐と野菜のくず煮 豆腐と野菜のくず煮 りんごとさつまいも煮の重ね煮 りんごとさつまいも煮の重ね煮

すまし汁 すまし汁 すまし汁 みそ汁 みそ汁
ネーブル ネーブル

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 パンがゆ⇒コロコロトースト スッティクトースト
29 あけぼの豆腐 根菜のトマトチキン煮 根菜のトマトチキン煮 魚とレタススープ 魚とレタススープ

すまし汁 すまし汁 すまし汁 バナナ バナナ
りんご りんご

10倍すりつぶしがゆ⇒7倍がゆ 全がゆ 全がゆ⇒軟飯 全がゆ 全がゆ⇒軟飯
31 人参ペースト 白身魚と野菜のうま煮 白身魚と野菜のうま煮 納豆じゃが芋 納豆じゃが芋

すまし汁 そうめん汁 そうめん汁 みそ汁 みそ汁
メロン メロン ネーブル ネーブル

月
（主な材料）米 白身魚人参たまねぎ冬瓜そうめんメロン 米納豆じゃがいも　ほうれん草豆腐玉ねぎネーブル

金
（主な材料）米 豚レバー　絹ごし豆腐人参きゃべつ大根りんご 米 人参りんごさつま芋じゃが芋玉ねぎ

土
（主な材料）米じゃが芋人参玉ねぎ鶏ささみトマト大根 りんご 食パン白身魚レタス人参玉ねぎバナナ

水
（主な材料）米 トマト 人参 玉ねぎ ツナ缶 じゃが芋 わかめ 豆腐すいか 米 ほうれん草　白身魚  キャベツ  人参 玉ねぎ ネーブル

木
米ブロッコリー 白身魚人参 ブロッコリークリームコーン缶   わかめ冬瓜　りんご 米 豆腐人参ブロッコリーじゃが芋クリームコーン缶玉ねぎネーブル

月
（主な材料）米　鶏ささみ人参じゃが芋玉ねぎ大根わかめりんご 米  小松菜　玉ねぎ　ツナ　人参とうがん　ネーブル

火
（主な材料）米 白身魚じゃが芋たまねぎあおさ 豆腐 バナナ ＨＫミックス粉 たまねぎほうれん草人参クリームコーン缶りネーブルゼラチン

金
（主な材料）米　白身魚たまねぎ人参トマトそうめんネーブル 食パン　かぼちゃたまねぎ人参　ツナ缶　りんご ゼラチン

土
（主な材料）米 小松菜さつま芋 豆腐 きゃべつ玉ねぎ 人参 りんご 米きゅうり花かつお白身魚大根人参玉ねぎバナナ

水
（主な材料）米　豆腐　人参　白菜　冬瓜　りんご 米納豆人参じゃが芋小松菜バナナ

木
（主な材料）米鶏ささみ人参ほうれん草あおさ絹ごし豆腐りんご 米ツナ缶ほうれん草人参たまねぎ大根ネーブル

                      【ＮＯ２】離乳食(平成29年7月)

1回食(午前) 2回食（午後）

火
（主な材料）米人参冬瓜白身魚玉ねぎゆし豆腐ネーブル 米きなこさつま芋りんごキャベツ人参ツナたまねぎ
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