
5～6ヶ月 5～6ヶ月 7～8ヶ月 7～8ヶ月 9～1１ヶ月 12～18ヶ月 12～18ヶ月
午前 午後 午前 午後 午後 昼食 午後のおやつ
10倍粥 10倍粥 7倍粥 青菜7倍粥 ５倍粥 青菜５倍粥 軟飯 人参スティック

マッシュポテト 人参ペースト ツナとじゃがいも煮 すまし汁 ツナとじゃがいも煮 すまし汁 ツナとじゃがいも煮 青菜のおにぎり
キャベツペースト 煮浸し　味噌汁　果物 煮浸し　味噌汁　果物 お浸し　味噌汁　果物

10倍粥 10倍粥 鶏そぼろ7倍粥 人参7倍粥 鶏そぼろ５倍粥 ５倍粥 鶏そぼろ軟飯
人参ペースト キャベツペースト キャベツの軟らか煮 味噌汁 キャベツの軟らか煮 味噌汁 キャベツ煮　 おじや

玉葱のペースト すまし汁　果物 すまし汁　果物 すまし汁　果物
10倍粥 10倍粥 7倍粥　煮浸し ５倍粥　煮浸し 軟飯　煮浸し

マッシュポテト 人参ペースト じゃがいもの小判焼き 野菜うどん じゃがいもの小判焼き 野菜うどん じゃがいもの小判焼き 野菜うどん
キャベツペースト 味噌汁　果物 味噌汁　果物 味噌汁　果物

10倍粥 10倍粥 7倍粥　すまし汁 ミルクパン粥 ５倍粥 スティックパン 軟飯 スティックパン
人参ペースト キャベツペースト 豆腐ハンバーグくずし スープ 豆腐ハンバーグ スープ 豆腐ハンバーグ バナナ

マッシュポテト 野菜のくたくた煮　果物 煮浸し　すまし汁　果物 お浸し　すまし汁　果物
10倍粥 10倍粥 鶏煮込みうどん しらす7倍粥 鶏煮込みうどん ５倍粥 鶏煮込みうどん しらすおにぎり

キャベツペースト マッシュポテト じゃがいもの煮物　 味噌汁 じゃがいもの煮物　 味噌汁 じゃがいもの煮物　 人参スティック
人参ペースト 果物 果物 果物

10倍粥 10倍粥 7倍粥 青菜7倍粥 ５倍粥 ５倍粥 軟飯
マッシュポテト キャベツペースト ミルクシチュー 野菜スープ ミルクシチュー 野菜スープ クリームシチュー 青菜のおにぎり
人参ペースト 青菜のくたくた煮　果物 青菜の煮浸し　果物 青菜のお浸し　果物

10倍粥 10倍粥 ミルクパン粥　スープ きな粉７倍粥 スティックパン　スープ きな粉５倍粥 スティックパン　スープ
キャベツペースト マッシュポテト 白身魚のトマト煮 すまし汁 白身魚のトマト煮 すまし汁 白身魚のトマト煮 マカロニのきな粉和え

人参ペースト つぶつぶ野菜煮 果物　 コロコロ野菜煮　果物　 マセドアンサラダ　果物
10倍粥 10倍粥 煮込みうどん 人参7倍粥 煮込みうどん 人参５倍粥 鶏煮込みうどん 夕焼けおにぎり

青菜ペースト 人参ペースト 鶏と野菜の煮物 味噌汁 鶏と野菜の煮物 味噌汁 野菜の煮物 大根スティック
玉葱のペースト 果物 果物 果物

10倍粥 10倍粥 7倍粥　野菜の煮浸し さつまいも7倍粥 ５倍粥　野菜の煮浸し ５倍粥 軟飯　野菜の煮浸し
キャベツペースト さつまいもマッシュ 豆腐の味噌煮 味噌汁 豆腐の味噌煮 味噌汁 豆腐の味噌煮 さつまいもスティック

人参ペースト すまし汁　果物 すまし汁　果物 すまし汁　果物
10倍粥 10倍粥 7倍粥 キャベツ7倍粥 のり５倍粥 キャベツ５倍粥 のり軟飯

マッシュポテト 人参ペースト 大根と鶏肉の煮物 すまし汁 大根と鶏肉の煮物 すまし汁 大根と鶏肉の煮物 じゃがいももち
キャベツペースト 煮浸し　果物 煮浸し　果物 お浸し　果物

10倍粥 10倍粥 味噌うどん 味噌うどん 和風スパゲッティ
人参ペースト キャベツペースト 肉じゃが おじや 肉じゃが おじや 鶏じゃが 豆腐ナゲット

マッシュポテト 果物 果物 果物
10倍粥 10倍粥 ミルクパン粥　 人参7倍粥 スティックパン　 ５倍粥 スティックパン　

マッシュポテト 人参ペースト 鶏団子　スープ 味噌汁 鶏団子　野菜の煮物 味噌汁 鶏団子　ボイルサラダ スティックポテト
キャベツペースト 野菜のくたくた煮　果物 スープ　果物 スープ　果物

10倍粥 10倍粥 7倍粥　味噌汁 かぼちゃ7倍粥 ５倍粥　味噌汁 かぼちゃ５倍粥 軟飯
マッシュポテト マッシュかぼちゃ 白身魚のあんかけ すまし汁 白身魚のあんかけ すまし汁 煮魚　納豆和え スイートパンプキン
青菜ペースト 青菜のくたくた煮　果物 青菜の煮浸し　果物 味噌汁　果物

10倍粥 10倍粥 煮込みうどん 人参7倍粥 煮込みうどん ５倍粥 煮込みうどん 茶飯おにぎり

マッシュかぼちゃ 人参ペースト 南瓜の鶏そぼろあんかけ 味噌汁 南瓜の鶏そぼろあんかけ 味噌汁 南瓜の鶏そぼろあんかけ 人参スティック

玉葱のペースト 果物 果物 果物

☆5～6ヶ月から9～1１ヶ月の食事後はミルク、12～18ヶ月の食事は牛乳を提供しています。
☆今月の果物はバナナ・甘夏・いちご・清見オレンジを予定しています。（入荷状況等により日々の使用を決定します）
◎離乳食はご家庭で食べている食材にあわせて提供します。週始めに食材表の提出をおねがいします。
※献立（食材）は保育園の行事・その他の都合により変更になることがありますので、ご了承ください。献立が変更になった場合はお知らせします。
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