
幼　児 献　　　立　　　表
2017年11月 高坂こども園

材料名 （○は午後おやつ材料）

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

01
水

02
木

04
土

06
月

07
火

08
水

09
木

10
金

13
月

14
火

15
水

16
木

ごはん、豆腐みそ汁（わかめ）、
おでん、小松菜のピーナッツ和
え、オレンジ、牛乳

米、板こんにゃく、生ふ 豚肉(肩ロース)、木綿豆腐、
赤みそ、ピーナッツ和えの
素、牛乳

だいこん、にんじん、こまつ
な、ねぎ、カットわかめ、オレ
ンジ

日付 献立名

ごはん、中華スープ、肉団子の
甘酢あん、春雨サラダ、プリン、
野菜ジュース

米、マヨドレ、砂糖、はるさ
め、片栗粉

肉団子（冷凍）、ベーコン、
プリン

たまねぎ、にら、きゅうり、も
やし、にんじん、赤ピーマ
ン、ピーマン、コーン缶、しょ
うが、野菜ジュース

マーボーなす丼、バナナ、もも
ゼリー

米、片栗粉、砂糖、油、もも
ゼリー、○ロールパン（アレ
ルギー用）

豚ひき肉、木綿豆腐、赤み
そ

なす、ピーマン、ねぎ、バナ
ナ、しょうが、○野菜ジュー
ス

ごはん、麩のすまし汁、さわら
の磯辺揚げ、和風サラダ、りん
ご、牛乳

米、油、片栗粉、小麦粉、焼
ふ、和風ドレッシング

さわら、かつお節、牛乳 こまつな、だいこん、きゅう
り、にんじん、しょうが、あお
のり、りんご

ロールパン、コーンチャウ
ダー、タンドリーチキン、ほうれ
ん草ときのこのサラダ、いちご
プリン、野菜ジュース

じゃがいも、マヨドレ、ロール
パン、砂糖、カレー粉

鶏もも肉、ヨーグルト(無糖)、
ベーコン、加工乳、いちごプ
リン

コーン缶、ほうれんそう、た
まねぎ、しめじ、えのきた
け、にんにく、野菜ジュース

ごはん、コンソメスープ、鶏肉の
トマト煮、ポテトチップサラダ、
プチゼリー、牛乳

米、ポテトチップス、砂糖、
油、ケチャップ、ウスター
ソース、シーザードレッシン
グ、プチゼリー

鶏もも肉（皮付き）、牛乳 もやし、ホールトマト缶詰、
たまねぎ、キャベツ、マッ
シュルーム缶、ブロッコ
リー、にんじん、コーン缶、
あさつき

ごはん、なめこのみそ汁、カレ
イ（野菜あんかけ）、なすの煮び
たし、ひとくちチーズ、牛乳

米、油、片栗粉、小麦粉、砂
糖

白みそ、赤みそ、かれい、
かつお節、ひとくちチーズ、
牛乳

なす、たまねぎ、はくさい、
にんじん、なめこ、赤ピーマ
ン、ピーマン、あさつき

肉みそうどん、麩のすまし汁、
フレンチサラダ、オレンジ、ヨー
グルト（加糖）、野菜ジュース

ゆでうどん、砂糖、フレンチ
ドレッシング、油、焼ふ

鶏ひき肉、赤みそ、ヨーグル
ト（加糖）

なす、キャベツ、トマト、たま
ねぎ、えのきたけ、にんじ
ん、きゅうり、ねぎ、コーン
缶、オレンジ、カットわかめ、
しょうが、野菜ジュース

ごはん、みそ汁（生揚げ・大
根）、さわらの塩焼き、チンゲン
菜のさっと煮、りんご、牛乳

米 生揚げ、さつま揚げ、白み
そ、さわら、牛乳

チンゲンサイ、だいこん、に
んじん、ねぎ、りんご

コロッケバーガー、玉ねぎスー
プ、ほうれん草のソテー、パイン
缶、いちごヨーグルト、牛乳

ケチャップ、ウスターソース、
油、バーガーパン

野菜コロッケ（冷凍）、ベー
コン、バター、いちごヨーグ
ルト、牛乳

ほうれんそう、パイン缶、に
んじん、キャベツ、たまね
ぎ、しめじ、コーン缶

なすとひき肉のトマトカレー、も
やしのスープ、キャベツのベー
コンドレッシングあえ、もも缶、
お誕生日ケーキ、野菜ジュース

米、和風ドレッシング、油、
ウスターソース、ケチャップ、
カレールウ

豚ひき肉、牛ひき肉、ベー
コン

たまねぎ、キャベツ、なす、
もやし、ホールトマト缶詰、こ
まつな、にんじん、あさつ
き、ピーマン、もも缶、野菜
ジュース

ごはん、みそ汁（たけのこ）、た
らのおろし煮、ひじきの豆腐和
え、大学いも、牛乳

米、油、片栗粉、小麦粉、砂
糖、さつまいも、大学いもの
たれ

木綿豆腐、赤みそ、たら、牛
乳

だいこん、にんじん、たけの
こ、えだまめ、ねぎ、ひじき、
しそ、しょうが、カットわかめ
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材料名 （○は午後おやつ材料）

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

17
金

18
土

20
月

21
火

22
水

24
金

25
土

27
月

28
火

29
水

30
木

○　土曜日は、午後おやつがあります。

けんちんうどん、バナナ、ヨーグ
ルト

ゆでうどん、さといも、油、○
ロールパン（アレルギー用）

豚肉(肩ロース)、ヨーグルト
(加糖)

にんじん、だいこん、ごぼ
う、ねぎ、干ししいたけ、バ
ナナ、○野菜ジュース

日付 献立名

ごはん、すまし汁（小松菜）、豚
肉のしょうが焼き、和風ポテトサ
ラダ、ぶどうゼリー、牛乳

米、じゃがいも、マヨドレ、
油、ぶどうゼリー

豚肉(肩ロース)、油揚げ、か
つお節、牛乳

たまねぎ、こまつな、きゅう
り、にんじん、うめ干し、しょ
うが、あおのり

ごはん、オクラのみそ汁、だい
こんと豚肉の煮物、きゅうりの昆
布あえ、ヨーグルトプリン、牛乳

米、油 豚肉(もも)、白みそ、ヨーグ
ルトプリン、牛乳

にんじん、だいこん、きゅう
り、はくさい、オクラ、いんげ
ん、塩こんぶ、カットわかめ

ロールパン、和風みそチャウ
ダー、鮭のムニエル、ブロッコ
リーのサラダ、バナナ、野菜
ジュース

小麦粉、ロールパン、フレン
チドレッシング

豆乳、バター、ベーコン、白
みそ、さけ、しらす干し

にんじん、たまねぎ、ブロッ
コリー、コーン缶、カリフラ
ワー、しいたけ、バナナ、野
菜ジュース

ごはん、カレースープ、鶏の唐
揚げ、トマトサラダ、ももゼリー、
牛乳

米、フレンチドレッシング、
油、片栗粉、カレー粉、もも
ゼリー

鶏もも肉、ウインナー、牛乳 キャベツ、トマト、たまねぎ、
にんじん、赤ピーマン、セロ
リー、コーン缶、しょうが、に
んにく

ひじきごはん、里芋のみそ汁、
シュウマイ（冷凍）、中華風サラ
ダ、パイン缶、牛乳

米、さといも、はるさめ、砂糖 シュウマイ（冷凍）、ベーコ
ン、白みそ、赤みそ、牛乳

きゅうり、にんじん、ねぎ、
コーン缶、ひじきご飯の素、
カットわかめ、パイン缶

牛肉(もも)、プリン もやし、ごぼう、きゅうり、に
んじん、たけのこ、コーン
缶、赤ピーマン、ピーマン、
あさつき、野菜ジュース

牛丼、バナナ、いちごヨーグル
ト

米、油、砂糖、○ロールパン
（アレルギー用）

牛肉(肩ロース)、ヨーグルト
(加糖)

たまねぎ、バナナ、○野菜
ジュース

ごはん、豚汁、鮭の照り焼き、
ネバネバサラダ、いちごプリン、
牛乳

米、ながいも、板こんにゃ
く、和風ドレッシング

豚肉(肩ロース)、白みそ、赤
みそ、さけ、いちごプリン、
牛乳

にんじん、だいこん、なめ
こ、あさつき、カットわかめ

ごはん、五目みそ汁（かぼ
ちゃ・ごぼう）、さわらの梅マヨ焼
き、チンゲンサイの和え物、りん
ご、野菜ジュース

米、マヨドレ、砂糖 さわら、米みそ（淡色辛み
そ）、しらす干し

チンゲンサイ、かぼちゃ、た
まねぎ、にんじん、ごぼう、
ねぎ、ねり梅、りんご、野菜
ジュース

照り焼きバーガー、きのこスー
プ、ポテトサラダ、ヨーグルト、も
も缶、野菜ジュース

じゃがいも、マヨドレ、バー
ガーパン

鶏もも肉（皮付き）、ヨーグル
ト(加糖)

にんじん、きゅうり、キャベ
ツ、えのきたけ、しいたけ、も
も缶、野菜ジュース

ごはん、中華スープ、チンジャ
オロース、ごぼうサラダ、プリ
ン、野菜ジュース

米、マヨドレ、ウスターソー
ス、油、砂糖、片栗粉



乳　児 献　　　立　　　表
2017年11月 高坂こども園

材料名 （○は午後おやつ材料） おやつ
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 （○は午後おやつ）

01
水

02
木

04
土

06
月

07
火

08
水

09
木

10
金

13
月

14
火

15
水

16
木

なすとひき肉のトマトカ
レー、もやしのスープ、
キャベツのベーコンドレッ
シングあえ、もも缶

米、和風ドレッシング、
油、ウスターソース、ケ
チャップ、カレールウ

豚ひき肉、牛ひき肉、
ベーコン

たまねぎ、キャベツ、なす、も
やし、ホールトマト缶、こまつ
な、にんじん、あさつき、ピー
マン、もも缶、○バナナ、○
野菜ジュース

○野菜ジュース、○
お誕生日ケーキ・バ
ナナ

ごはん、みそ汁（たけの
こ）、たらのおろし煮、ひじ
きの豆腐和え

米、油、片栗粉、小麦
粉、砂糖、○小麦粉、
○黒砂糖

木綿豆腐、赤みそ、た
ら、○加工乳、○牛乳

だいこん、にんじん、た
けのこ、えだまめ、ね
ぎ、ひじき、しそ、しょう
が、カットわかめ、○り
んご

○牛乳、○黒糖蒸
しパン・りんご

ごはん、みそ汁（生揚げ・
大根）、さわらの塩焼き、
チンゲン菜のさっと煮

米、○さつまいも、○
小麦粉、○砂糖

生揚げ、さつま揚げ、
白みそ、さわら、○牛
乳

チンゲンサイ、だいこ
ん、にんじん、ねぎ、○
りんご

○牛乳、○鬼まん
じゅう・りんご

コロッケバーガー、玉ねぎ
スープ、ほうれん草のソ
テー、パイン缶

ケチャップ、ウスター
ソース、油、バーガー
パン、○米、○プチゼ
リー

野菜コロッケ（冷凍）、
ベーコン、バター、○
牛乳

ほうれんそう、パイン
缶、にんじん、キャベ
ツ、たまねぎ、しめじ、
コーン缶、○わかめ

○牛乳、○わかめ
おにぎり・プチゼ
リー

ごはん、なめこのみそ汁、
カレイ（野菜あんかけ）、
なすの煮びたし

米、油、片栗粉、小麦
粉、砂糖、○ホットケー
キ粉

白みそ、赤みそ、かれ
い、かつお節、○こし
あん（生）、○バター、
○加工乳、○牛乳

なす、たまねぎ、はくさ
い、にんじん、なめこ、
赤ピーマン、ピーマ
ン、あさつき、○りんご

○牛乳、○こしあん
ケーキ・りんご

肉みそうどん、麩のすまし
汁、フレンチサラダ、オレ
ンジ

ゆでうどん、砂糖、フレ
ンチドレッシング、油、
焼ふ

鶏ひき肉、赤みそ なす、キャベツ、トマト、たま
ねぎ、えのきたけ、にんじ
ん、きゅうり、ねぎ、コーン
缶、オレンジ、カットわかめ、
しょうが、○野菜ジュース

○野菜ジュース、○
お菓子

ロールパン、コーンチャウ
ダー、タンドリーチキン、
ほうれん草ときのこのサラ
ダ

じゃがいも、マヨドレ、
ロールパン、砂糖、カ
レー粉、○米

鶏もも肉、ヨーグルト
(無糖)、ベーコン、加
工乳

コーン缶、ほうれんそ
う、たまねぎ、しめじ、
えのきたけ、にんにく、
○バナナ、○ゆかり、
○野菜ジュース

○野菜ジュース、○
ゆかりおにぎり・バ
ナナ

ごはん、コンソメスープ、
鶏肉のトマト煮、ポテト
チップサラダ

米、ポテトチップス、砂
糖、油、ケチャップ、ウス
ターソース、シーザード
レッシング、○プチゼ
リー、○食パン

鶏もも肉（皮付き）、○
ピザ用チーズ、○しら
す干し、○牛乳

もやし、ホールトマト缶
詰、たまねぎ、キャベツ、
マッシュルーム缶、ブロッ
コリー、にんじん、コーン
缶、あさつき、○あさつき

○牛乳、○じゃこ
トースト・プチゼリー

マーボーなす丼、バナ
ナ、ももゼリー

米、片栗粉、砂糖、
油、ももゼリー、○ロー
ルパン（アレルギー用）

豚ひき肉、木綿豆腐、
赤みそ

なす、ピーマン、ねぎ、
バナナ、しょうが、○野
菜ジュース

○野菜ジュース、○
ロールパン

ごはん、麩のすまし汁、さ
わらの磯辺揚げ、和風サ
ラダ

米、油、片栗粉、小麦
粉、焼ふ、和風ドレッシ
ング、○小麦粉、○砂
糖

さわら、かつお節、○
加工乳、○牛乳

こまつな、だいこん、
きゅうり、にんじん、しょ
うが、あおのり、○りん
ご

○牛乳、○ココア蒸
しパン・りんご

○野菜ジュース、○
いちごババロア・お
菓子

ごはん、豆腐みそ汁（わ
かめ）、おでん、小松菜の
ピーナッツ和え

米、板こんにゃく、生
ふ、○砂糖、○油、○
食パン

豚肉(肩ロース)、木綿
豆腐、赤みそ、ピー
ナッツ和えの素、○き
な粉、○牛乳

だいこん、にんじん、こ
まつな、ねぎ、カットわ
かめ、○オレンジ

○牛乳、○きな粉か
りんとう・オレンジ

日付 献立名

ごはん、中華スープ、肉
団子の甘酢あん、春雨サ
ラダ

米、マヨドレ、砂糖、は
るさめ、片栗粉、○砂
糖

肉団子（冷凍）、ベーコ
ン、○いちごババロア、
○加工乳

たまねぎ、にら、きゅう
り、もやし、にんじん、
赤ピーマン、ピーマ
ン、コーン缶、しょうが、
○野菜ジュース
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材料名 （○は午後おやつ材料） おやつ
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 （○は午後おやつ）

17
金

18
土

20
月

21
火

22
水

24
金

25
土

27
月

28
火

29
水

30
木

ごはん、五目みそ汁（か
ぼちゃ・ごぼう）、さわらの
梅マヨ焼き、チンゲンサイ
の和え物

米、マヨドレ、砂糖、○
ホットケーキ粉

さわら、米みそ（淡色
辛みそ）、しらす干し、
○バター、○加工乳

チンゲンサイ、かぼちゃ、
たまねぎ、にんじん、ごぼ
う、ねぎ、ねり梅、○干し
ぶどう、○りんご、○野菜
ジュース

○野菜ジュース、○
レーズンケーキ・り
んご

照り焼きバーガー、きのこ
スープ、ポテトサラダ、
ヨーグルト

じゃがいも、マヨドレ、
バーガーパン、○プチ
ゼリー、○米

鶏もも肉（皮付き）、
ヨーグルト(加糖)

にんじん、きゅうり、キャ
ベツ、えのきたけ、しい
たけ、○塩こんぶ、○
野菜ジュース

○野菜ジュース、○
昆布おにぎり・プチ
ゼリー

ごはん、中華スープ、チ
ンジャオロース、ごぼうサ
ラダ

米、マヨドレ、ウスター
ソース、油、砂糖、片栗
粉、○砂糖、○じゃが
いも、○小麦粉、○片
栗粉

牛肉(もも)、○ひとくち
チーズ

もやし、ごぼう、きゅう
り、にんじん、たけの
こ、コーン缶、赤ピーマ
ン、ピーマン、あさつ
き、○野菜ジュース

○野菜ジュース、○
いももち・ひとくち
チーズ

牛丼、バナナ、いちごヨー
グルト

米、油、砂糖、○ロー
ルパン（アレルギー用）

牛肉(肩ロース)、ヨーグ
ルト(加糖)

たまねぎ、バナナ、○
野菜ジュース

○野菜ジュース、○
ロールパン

ごはん、豚汁、鮭の照り
焼き、ネバネバサラダ

米、ながいも、板こん
にゃく、和風ドレッシン
グ、○ケチャップ、○食
パン

豚肉(肩ロース)、白み
そ、赤みそ、さけ、○魚
肉ソーセージ、○とろ
けるチーズ、○牛乳

にんじん、だいこん、な
めこ、あさつき、カット
わかめ、○たまねぎ、
○ピーマン、○りんご

○牛乳、○簡単ピ
ザ・りんご

ごはん、カレースープ、鶏
の唐揚げ、トマトサラダ

米、フレンチドレッシン
グ、油、片栗粉、カ
レー粉、○ホットケーキ
粉、○さつまいも

鶏もも肉、ウインナー、
○バター、○加工乳、
○牛乳

キャベツ、トマト、たま
ねぎ、にんじん、赤
ピーマン、セロリー、
コーン缶、しょうが、に
んにく、○りんご

○牛乳、○さつまい
もクッキー・りんご

ひじきごはん、里芋のみ
そ汁、シュウマイ（冷凍）、
中華風サラダ

米、さといも、はるさ
め、砂糖、○大学いも
のたれ、○さつまいも

シュウマイ（冷凍）、
ベーコン、白みそ、赤
みそ、○牛乳

きゅうり、にんじん、ね
ぎ、コーン缶、ひじきご
飯の素、カットわかめ、
○パイン缶

○牛乳、○大学い
も・パイン缶

ごはん、オクラのみそ汁、
だいこんと豚肉の煮物、
きゅうりの昆布あえ

米、油、○ホットケーキ
粉

豚肉(もも)、白みそ、○
ヨーグルトプリン、○バ
ター、○加工乳、○牛
乳

にんじん、だいこん、
きゅうり、はくさい、オク
ラ、いんげん、塩こん
ぶ、カットわかめ、○か
ぼちゃ

○牛乳、○かぼ
ちゃケーキ・ヨーグ
ルトプリン

ロールパン、和風みそ
チャウダー、鮭のムニエ
ル、ブロッコリーのサラダ

小麦粉、ロールパン、
フレンチドレッシング、
○米

豆乳、バター、ベーコ
ン、白みそ、さけ、○し
らす干し

にんじん、たまねぎ、ブ
ロッコリー、コーン缶、カリ
フラワー、しいたけ、○あ
さつき、○バナナ、○野
菜ジュース

○野菜ジュース、○
じゃこおにぎり・バ
ナナ

○牛乳、○フルーツ
ポンチ・お菓子

けんちんうどん、バナナ、
ヨーグルト

ゆでうどん、さといも、
油、○ロールパン（アレ
ルギー用）

豚肉(肩ロース)、ヨーグ
ルト(加糖)

にんじん、だいこん、ご
ぼう、ねぎ、干ししいた
け、バナナ、○野菜
ジュース

○野菜ジュース、○
ロールパン

日付 献立名

ごはん、すまし汁（小松
菜）、豚肉のしょうが焼き、
和風ポテトサラダ

米、じゃがいも、マヨド
レ、油、○ダイスゼリー

豚肉(肩ロース)、油揚
げ、かつお節、○牛乳

たまねぎ、こまつな、きゅ
うり、にんじん、うめ干し、
しょうが、あおのり、○もも
缶、○みかん缶、○パイ
ン缶



離乳食（後期・完了） 献　　　立　　　表
2017年11月 高坂こども園

材料名 （○は午後おやつ材料） おやつ
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 （○は午後おやつ）

01
水

02
木

04
土

06
月

07
火

08
水

09
木

10
金

13
月

14
火

15
水

16
木

日付 献立名

ごはん、たまねぎのスー
プ、肉団子、ポテトサラ
ダ、きゅうりスティック（後
期のみ）

米、じゃがいも、砂糖、
片栗粉、○砂糖

鶏ひき肉 たまねぎ、きゅうり、もや
し、にんじん、赤ピーマ
ン、ピーマン、○りんご
ジュース、○寒天粉、○
野菜ジュース

○野菜ジュース（完
了のみ）、○りんご
ゼリー・お菓子

ごはん、豆腐のみそ汁、
おでん、小松菜のおかか
和え、にんじんスティック
（後期のみ）

米、○パン（アレル
ギー用）

鶏肉、木綿豆腐、赤み
そ、かつお節

だいこん、にんじん、こ
まつな、カットわかめ、
○りんご

○スティックパン・り
んご

マーボーなす丼、バナ
ナ、ももゼリー（完了の
み）

米、片栗粉、砂糖、もも
ゼリー、○ロールパン
（アレルギー用）

鶏ひき肉、木綿豆腐、
赤みそ

なす、ピーマン、バナ
ナ、○野菜ジュース

○野菜ジュース（完
了のみ）、○スティッ
クパン

ごはん、麩のすまし汁、か
れいの青のり煮、大根サ
ラダ、きゅうりスティック（後
期のみ）

米、焼ふ、○小麦粉、
○砂糖

かれい、かつお節、○
きな粉

こまつな、だいこん、
きゅうり、にんじん、あ
おのり、○りんご

○きな粉蒸しパン・
りんご

パン、じゃがいものスー
プ、鶏肉の照り煮、ほうれ
ん草のサラダ、にんじんス
ティック（後期のみ）

じゃがいも、パン（アレ
ルギー用）、砂糖、○
米

鶏もも肉、○かつお節 ほうれんそう、たまね
ぎ、にんじん、○バナ
ナ、○野菜ジュース

○野菜ジュース（完
了のみ）、○おかか
がゆ（後期）/おかか
おにぎり（完了）・バ
ナナ

ごはん、もやしのスープ、
鶏肉のトマト煮、キャベツ
のサラダ、にんじんス
ティック（後期のみ）

米、砂糖、ケチャップ、
○パン（アレルギー用）

鶏もも肉 もやし、ホールトマト缶
詰、たまねぎ、キャベ
ツ、ブロッコリー、にん
じん、○りんご

○スティックパン・り
んご

ごはん、はくさいのみそ
汁、カレイ（野菜あんか
け）、なすの煮びたし、に
んじんスティック（後期の
み）

米、片栗粉、砂糖、○
小麦粉、○砂糖

白みそ、赤みそ、かれ
い、かつお節

なす、たまねぎ、はくさ
い、にんじん、赤ピー
マン、ピーマン、○りん
ご、○にんじん

○にんじん蒸しパ
ン・りんご

肉みそうどん、麩のすまし
汁、キャベツとトマトのサラ
ダ、バナナ、きゅうりス
ティック（後期のみ）

ゆでうどん、砂糖、焼
ふ

鶏ひき肉、赤みそ なす、キャベツ、トマト、
たまねぎ、にんじん、
きゅうり、バナナ、カット
わかめ、○野菜ジュー
ス

○野菜ジュース（完
了のみ）、○お菓子

ごはん、大根のみそ汁、
赤魚の煮つけ、チンゲン
菜のやわらか煮、大根ス
ティック（後期のみ）

米、○さつまいも 木綿豆腐、赤魚、白み
そ

チンゲンサイ、だいこ
ん、にんじん、カットわ
かめ、○りんご

○ふかしいも・りん
ご

パン、玉ねぎのスープ、
じゃが団子、ほうれん草
のサラダ、にんじんス
ティック（後期のみ）

じゃがいも、片栗粉、
パン（アレルギー用）、
○米

鶏ひき肉 ほうれんそう、にんじ
ん、キャベツ、たまね
ぎ、○わかめ、○りんご

○わかめがゆ（後
期）/わかめおにぎ
り（完了）・りんご

ごはん、もやしのスープ、
鶏肉となすのトマト煮、
キャベツとこまつな和え、
にんじんスティック（後期
のみ）

米、ケチャップ 鶏肉 たまねぎ、キャベツ、な
す、もやし、ホールトマト
缶、こまつな、にんじん、
ピーマン、○バナナ、○
野菜ジュース

○野菜ジュース（完
了のみ）、○お菓
子・バナナ

ごはん、麩のみそ汁、か
れいのおろし煮、ひじき
の豆腐和え、にんじんス
ティック（後期のみ）

米、焼ふ、片栗粉、砂
糖、○小麦粉、○砂糖

木綿豆腐、赤みそ、か
れい

だいこん、にんじん、ひ
じき、カットわかめ、○
バナナ、○りんご

○バナナ蒸しパン・
りんご



離乳食（後期・完了） 献　　　立　　　表
2017年11月

材料名 （○は午後おやつ材料） おやつ
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 （○は午後おやつ）

17
金

18
土

20
月

21
火

22
水

24
金

25
土

27
月

28
火

29
水

30
木

*　後期のご飯は、軟飯です。

○野菜ジュース（完
了のみ）、○スティッ
クパン

日付 献立名

ごはん、豆腐のすまし汁、
鶏肉とたまねぎ煮、和風
ポテトサラダ、きゅうりス
ティック（後期のみ）

米、じゃがいも 鶏肉、木綿豆腐、かつ
お節

たまねぎ、こまつな、
きゅうり、にんじん、あ
おのり、○ぶどうジュー
ス、○寒天粉、○バナ
ナ

パン、豆乳みそチャウ
ダー、赤魚の煮付け、ブ
ロッコリーのサラダ、にん
じんスティック（後期のみ）

パン（アレルギー用）、
じゃがいも、○米

豆乳、白みそ、赤魚、
○しらす干し

にんじん、たまねぎ、ブ
ロッコリー、○バナナ、
○野菜ジュース

○野菜ジュース（完
了のみ）、○じゃこ
がゆ（後期）/じゃこ
おにぎり（完了）・バ
ナナ

○ぶどうゼリー、お
菓子

野菜うどん、バナナ、オレ
ンジゼリー（完了のみ）

ゆでうどん、じゃがい
も、オレンジゼリー、○
ロールパン（アレル
ギー用）

鶏肉 にんじん、だいこん、バ
ナナ、○野菜ジュース

ごはん、麩のみそ汁、肉
団子、かぼちゃサラダ、
きゅうりステイック（後期の
み）

米、焼ふ、片栗粉、砂
糖、○さつまいも

鶏ひき肉、赤みそ きゅうり、にんじん、か
ぼちゃ、カットわかめ、
○りんご

○ふかしいも・りん
ご

ごはん、はくさいのみそ
汁、だいこんと鶏肉の煮
物、きゅうりの昆布あえ、
にんじんスティック（後期
のみ）

米、○小麦粉、○砂糖 鶏肉、白みそ にんじん、だいこん、
きゅうり、はくさい、いん
げん、塩こんぶ、○か
ぼちゃ、○りんご

○かぼちゃ蒸しパ
ン・りんご

ごはん、具だくさん汁、か
れいの煮付け、ブロッコ
リーのおかか和え、大根
スティック（後期のみ）

米、○パン（アレル
ギー用）

鶏肉、白みそ、赤み
そ、かれい、かつお節

にんじん、だいこん、ブ
ロッコリー、○りんご

○スティックパン・り
んご

ごはん、豆腐のすまし汁、
鶏肉の照り煮、キャベツと
トマトサラダ、にんじんス
ティック（後期のみ）

米、○パン（アレル
ギー用）

鶏もも肉、木綿豆腐 キャベツ、トマト、たま
ねぎ、にんじん、○りん
ご

○スティックパン・り
んご

ごはん、もやしのスープ、
なすとピーマンのみそ
煮、きゅうりのサラダ、きゅ
うりスティック（後期のみ）

米、砂糖、○じゃがい
も、○小麦粉、○片栗
粉

鶏ひき肉、赤みそ もやし、きゅうり、にんじ
ん、赤ピーマン、ピー
マン、○バナナ、○野
菜ジュース

○野菜ジュース（完
了のみ）、○いもも
ち・　バナナ

やさい丼ぶり、バナナ、オ
レンジゼリー（完了のみ）

米、砂糖、オレンジゼ
リー、○ロールパン（ア
レルギー用）

鶏肉 たまねぎ、にんじん、こ
まつな、バナナ、○野
菜ジュース

○野菜ジュース（完
了のみ）、○スティッ
クパン

ごはん、かぼちゃのみそ
汁、赤魚の煮付け、チン
ゲンサイの和え物、にん
じんスティック（後期のみ）

米、砂糖、○砂糖 赤魚、白みそ、しらす
干し、○きな粉、○木
綿豆腐

チンゲンサイ、かぼ
ちゃ、たまねぎ、にんじ
ん、○りんご、○野菜
ジュース

○野菜ジュース（完
了のみ）、○豆腐の
きな粉がけ・りんご

パン、麩のスープ、肉団
子、ポテトサラダ、きゅうり
スティック（後期のみ）

じゃがいも、片栗粉、
焼ふ、パン（アレル
ギー用）、○米

鶏ひき肉 にんじん、きゅうり、キャ
ベツ、○りんご、○塩こ
んぶ、○野菜ジュース

○野菜ジュース（完
了のみ）、○昆布が
ゆ（後期）/昆布お
にぎり（完了）・りん
ご


