
### 令和2年4月

1 2 3 4

ミルク　油みそおにぎり(豚肉） ミルク　プアマンケーキ ミルク　ワカメおにぎり ミルク　菓子パン

6 7 8 9 10 11

ミルク　ジャムサンド ミルク　カラフルクッキー ミルク　塩おにぎり ミルク　焼き芋 ミルク　鮭おにぎり ミルク　菓子パン

13 14 15 16 17 18

ミルク　米粉のきな粉ケーキ シリアルヨーグルトかけ　バナナ 麦茶　おかかおにぎり ミルク　黒糖サーターアンダギー ミルク　梅しそおにぎり ミルク　菓子パン

20 21 22 23 24 25

ミルク　黒糖入りアガラサー ミルク　ヨーグルトパンケーキ ミルク　いなり寿司 ミルク　さつま芋のガレット ミルク　お誕生ケーキ ミルク　菓子パン

27 28 29 30 31 1

ミルク　しらすと梅干のおにぎり ミルク　菓子パン ミルク　焼きドーナツ

【赤】血や肉・骨となる

【黄】熱や力となる たまご ※材料、その他の都合により、献立を変更することがあります。

【緑】体の調子を整える

お赤飯
ミートローフ
さわやかキャベツ
ころころスープ
オレンジ

【赤】合挽肉,チーズ,豆乳,ミルク
【黄】米(はいが精米・水稲),強化米,油,三温糖,ごま油,いりご
ま,強力粉,重曹,黒砂糖,はちみつ
【緑】玉ねぎ,にんにく,レタス,トマト,きゅうり,人参,南瓜,パセリ,
温州みかん

【赤】こんぶ(色紙切り）,棒かまぼこ,豚・ばら,まぐろ缶水煮,ミ
ルク,味付けすし揚げ,しらす干し
【黄】沖縄そば,三温糖,ごま-いり,砂糖,米(はいが精米・水
稲),強化米
【緑】ねぎ,ブロッコリー,玉ねぎ(みじん）,人参,りんご

麦ご飯
豚肉とキャベツの味噌炒め
南瓜とマカロニのサラダ
アーサ入りゆし豆腐
バナナ

きびご飯
鮭のマヨコーン焼き
野菜炒め
わかめのみそ汁
みかん

きびご飯
納豆
肉じゃが
切り干し大根とカニ棒のサラダ
冬瓜のみそ汁
りんご

【赤】豚肉,ゆし豆腐,アーサ,ミルク,しらす干し,焼きのり
【黄】ホットケーキ粉,溶かしバター,三温糖,片栗粉,マカロニ,
マヨネーズ
【緑】

【赤】鮭切り身,ヨーグルト(全脂無糖),豚・肩ロース,カットわか
め,保育ミルク
【黄】米(はいが精米・水稲),きび,強化米,油,食パン８枚切り,
バター,三温糖
【緑】コーン缶クリーム,コーン缶,キャベツ,人参,さやいんげん,
もやし,南瓜,温州みかん

【赤】糸引納豆,かつお・削り節,豚・肩ロース,かに棒,カットわ
かめ,ミルク,卵
【黄】米(はいが精米・水稲),きび,強化米,じゃが芋,糸こんにゃ
く,油,砂糖,薄力粉(１等),グラニュー糖,溶かしバター
【緑】人参,玉ねぎ,しめじ,ブロッコリー（冷）,切り干し大根,きゅ
うり,キャベツ,冬瓜,ねぎ,りんご

【赤】小豆(缶詰)汁も使用,合いひき肉,プロセスチーズ,卵,ミ
ルク,普通牛乳,生クリーム（7分立て）,ヨーグルト(全脂無糖)
【黄】もち米,米(はいが精米・水稲),強化米,黒ごま,パン粉,片
栗粉,粉ホットケーキ,グラニュー糖,バター
【緑】玉ねぎ(炒める）,ミックスベジタブル,キャベツ,きゅうり,パ
インアップル(缶詰),ブロッコリー,コーン缶クリーム,南瓜,人参,
ｵﾚﾝｼﾞ

【赤】鶏もも,ひじき,プロセスチーズ,まぐろ缶,ミルク
【黄】米(はいが精米・水稲),強化米,じゃが芋,菓子パ
ン
【緑】人参,干椎茸,葉ねぎ,もやし,きゅうり,ｺｰﾝ缶,厚揚
げ,ねぎ,フルーツ

もずく丼
竹輪の磯辺揚げ
和風コーンスープ
みかん

きびご飯
さばの照り焼き
ほうれん草と竹輪の白和え
さつま芋のみそ汁
オレンジ

ロールパン
鶏肉のトマト煮
マセドアンサラダ
白菜のコンソメスープ
りんご

麦ご飯
魚ステーキ
添え(トマト、ブロッコリー)
ひじき（枝豆）煮
じゃが芋のみそ汁
オレンジ

コーンご飯
魚フライオーロラソース
わかめの中華サラダ
南瓜のみそ汁
みかん

ひじきと鶏肉の炊き込みご飯
チーズ
もやしとツナのドレッシング和え
じゃが芋のみそ汁
フルーツ

【赤】全卵,豚挽肉,もずく,竹輪,あおのり,ミルク,きな粉,豆乳
【黄】米(はいが精米・水稲),強化米,三温糖,油,片栗粉,てんぷ
ら粉,調合油,米粉（うるち米）,なたね油
【緑】赤ピーマン(粗みじん）,ピーマン（粗みじん）,しょうが汁,
コーン缶クリーム,玉ねぎ,ほうれんそう,人参,みかん

【赤】鯖切り身,沖縄豆腐,竹輪,油揚げ,ヨーグルト・全脂無糖
【黄】米(はいが精米・水稲),きび,強化米,片栗粉,調合油,三温
糖,こんにゃく,すりごま,さつま芋,コーンフレーク
【緑】ほうれんそう,人参,ｺｰﾝ缶,ささがきごぼう,大根,根深ね
ぎ,ｵﾚﾝｼﾞ,バナナ

【赤】鶏・もも,ベーコン,削り節,焼きのり
【黄】ロールパン,バター,三温糖,じゃがいも,マヨネーズ,米(は
いが精米・水稲),強化米
【緑】玉ねぎ,トマト,人参,きゅうり,もも缶黄色,白菜,りんご

【赤】白身魚,卵,ハム・ロース,カットわかめ,ミルク,焼きのり
【黄】強化米,米,きび,小麦粉,パン粉,油,三温糖,ごま油
【緑】コーン缶,レモン・果汁,キャベツ,きゅうり,南瓜,玉ねぎ,み
かん,梅干し,しそ

タコライス
きゅうりの即席つけ
南瓜のクリームスープ
みかん 　お　弁　当　会

沖縄そば
ブロッコリーとツナのサラダ
りんご

【赤】赤魚又はカジキ,ひじき,油揚げ,豚肩ﾛｰｽ,ミルク,卵,牛乳
【黄】米(はいが精米・水稲),押麦,強化米,片栗粉,油,砂糖,じゃ
がいも,小麦粉,黒砂糖,いりごま,揚げ油
【緑】玉ねぎ,花形ﾐﾆﾄﾏﾄ,ブロッコリー,冷凍枝豆,もやし,人参,ｵ
ﾚﾝｼﾞ

月 火 水 木

胚芽パン
チキンクリームシチュウ
ウインナー
きゅうりと大豆のサラダ
みかん

チキンカレー
フルーツヨーグルトあえ
サラダ菜ｽｰﾌﾟ

麦ご飯
鮭のトマトホイル焼き
さやいんげんの胡麻和え
豆乳みそ汁
ｵﾚﾝｼﾞ

【赤】豚・肩ロース,ベーコン,ひじき,焼き竹輪,豆乳,ミルク,豚挽
肉,焼きのり
【黄】スパゲッティ,オリーブ油,油,三温糖,じゃが芋,米(はいが
精米・水稲),強化米
【緑】たまねぎ（よく炒める）,人参,青ピーマン,ﾄﾏﾄ缶ﾎｰﾙ,にん
にく,きゅうり,玉ねぎ,パセリ,みかん

【赤】卵,ヨーグルト、ミルク
【黄】ホットケーキ,三温糖
【緑】

ナポリタンスパゲッティ
ひじきと竹輪のサラダ
じゃが芋ポタージュ
みかん

麦ご飯
マーボー豆腐
ごぼうｻﾗﾀﾞ
白菜と鶏肉のスープ
りんご

【赤】鶏もも,ベーコン,保育ミルク,ウインナー,大豆,ミルク,焼き
のり
【黄】胚芽パン,じゃが芋,油,小麦粉,バター,米(はいが精米・水
稲),強化米
【緑】玉ねぎ,人参,ブロッコリー,ｺｰﾝ缶,きゅうり,トマト,みかん

きびご飯
鶏肉と大根のみそ煮
大豆とごぼうのかき揚げ
竹輪のすまし汁
みかん

【赤】鶏もも,ヨーグルト,沖縄豆腐,保育ミルク
【黄】米(はいが精米・水稲),強化米,じゃが芋,油,マシュマロ,
食パン
【緑】人参,玉ねぎ,青ピーマン,りんご,フルーツカクテル,サラダ
菜,いちご・ジャム

【赤】鮭切り身,ピザ用チーズ,豚・もも・赤肉,豆乳,ミルク,卵
【黄】米(はいが精米・水稲),押麦,強化米,調合油,グラニュー
糖,すりごま,薄力粉,溶かしバター,砂糖
【緑】玉ねぎ,えのきたけ,トマト,さやいんげん,人参,白菜,ぶな
しめじ,ｵﾚﾝｼﾞ

【赤】卵,しらす,刻み昆布,ぶたばら,ぶたもも,棒かまぼこ,ポー
クランチョンミート（米国）,もやし,沖縄豆腐,ミルク
【黄】米(はいが精米・水稲),きび,強化米,油,切りこんにゃく）,
さつま芋
【緑】玉ねぎ,トマト,乾ししいたけ,人参,小松菜,りんご

【赤】鶏もも,大豆,卵,わかめ,焼き竹輪,ミルク
【黄】米(はいが精米・水稲),麦,強化米,小麦粉,油,さつま芋,薄
力粉,砂糖,バター
【緑】大根,人参,ささがきごぼう,さやいんげん,ｺｰﾝ缶,葉ねぎ,
温州みかん

きびご飯
サンマの蒲焼風
ブロッコリーおかか和え
豚肉とキャベツのみそ汁
バナナ

鶏の照り焼き丼
胡瓜とワカメの酢の物
ほうれん草のスープ
フルーツ

ドライカレー
チーズ
もずくのすまし汁
フルーツ

【赤】豚ひき肉,沖縄豆腐,もずく,ミルク
【黄】米(はいが精米・水稲),強化米,はちみつ,油,菓子
パン
【緑】玉ねぎ,干しぶどう,トマト缶ホール,人参,コーン
缶,葉ねぎ,ｺｰﾝ缶,フルーツ

４月幼児食予定献立表

【赤】鮭切り身),豚・肩ロース,ミルク
【黄】米(はいが精米・水稲),強化米,炒め油,三温糖,ご
ま油,じゃがいも,菓子パン
【緑】ねぎ,レタス(しっかり水気を切る）,きゅうり,大根,
人参,フルーツ

鮭とレタスのチャーハン
きゅうりの中華風
豚汁
フルーツ

【赤】鶏もも,わかめ,豆腐,ミルク
【黄】米(はいが精米・水稲),強化米,片栗粉,油,砂糖,
三温糖,菓子パン
【緑】玉ねぎ,人参,青ピーマン,きゅうり,ほうれんそう,フ
ルーツ

土金

きびご飯
しらす入りトマトオムレツ
クーブイリチー
ウチナーみそ汁
りんご

黒米ごはん
チキンナゲット風
白菜とみかんのサラダ
レバースープ
黄もも缶

【赤】豚ひき肉,沖縄豆腐,ベーコン,ひじき鶏もも,ミルク
【黄】米(はいが精米・水稲),強化米,麦,砂糖,片栗粉,油,ごま
油,いりごま,薄力粉,三温糖
【緑】玉ねぎ,ピーマン,赤ピーマン,人参,竹の子,葉ねぎ,干し椎
茸,きゅうり,ごぼう,白菜,りんご

【赤】ささ身,豚・レバー,保育ミルク,甘塩鮭,焼きのり
【黄】米(はいが精米・水稲),黒米,強化米,薄力粉,調合油,三
温糖,油
【緑】コーン缶クリーム,白菜,きゅうり,みかん缶,玉ねぎ,人参,
ｺｰﾝ缶,黄もも缶

【赤】さんま切り身,削り節,豚・細切れ肉,ミルク,おにぎり用ワ
カメ,焼きのり
【黄】米(はいが精米・水稲),きび,強化米,小麦粉,片栗粉,揚げ
油,三温糖,ごま油,米
【緑】生姜,ブロッコリー,ｺｰﾝ缶,人参,えのきたけ,キャベツ,バ
ナナ

献立作成者

栄養士 上原りつ子

ご入園、ご進級おめでとうございます。期待が膨

らむ新年度の始まりに際し、心新たにおいしい給

食作りを目指します。食は心の糧でもあります。

早く園生活に慣れ、お友達との食事が待ち遠しく

なったり、ホッとする時間になるように願っており



1回食
離乳食中期　７～８ヶ月頃

（舌でつぶせる固さ）

1回食
離乳食後期　９～１１ヶ月頃

（歯ぐきでつぶせる固さ）
材料

2回食
9ヶ月以降

1 水
7倍粥　ささみと野菜のトマト煮　お
ろしきゅうり煮　ポタージュ

全粥→軟飯　ささみと野菜のトマト煮
ひじきサラダ　ポタージュ　果物

米　ささみ　ツナ　玉ねぎ　じゃが芋　人
参　トマト缶　ひじき　人参　きゅうり

ツナとじゃが芋のお粥

2 木
7倍粥　豆腐のそぼろ煮　おろしきゅ
うり煮　スープ

全粥→軟飯　マーボー豆腐　ひじきサ
ラダ　すまし汁　果物

米　豆腐　人参　ひじき　ささみ　豚挽肉
玉ねぎ　きゅうり　赤ぴ　白菜

人参粥

3 金
バナナ7倍粥　白身魚の野菜とろ
煮　スープ

バナナ全粥→軟飯　白身魚の野菜あ
ん　みそ汁　果物

米　白身魚　豚肉　ささみ　きな粉　人
参　ブロッコリー　キャベツ　バナナ

きなこ粥

4 土 7倍粥　豆腐煮　野菜の煮物
全粥→軟飯　鶏肉と野菜の煮物　豆
腐スープ　果物

米　豆腐　鶏肉　ツナ　　きゅうり　ほうれ
ん草　玉ねぎ　人参

蒸しパン

6 月
7倍粥　ささみとポテトのマッシュ　煮
リンゴ入りヨーグルト　人参の白和え

全粥→軟飯　鶏肉と野菜の煮物　煮リンゴ
入りヨーグルト　人参の白和え　果物

米　じゃが芋　ささみ　人参　玉ねぎ　豆
腐　りんご　ヨーグルト

バタートースト

7 火 7倍粥　鮭の野菜煮　白菜スープ
全粥→軟飯　鮭の野菜煮　ごま和え
豆乳みそ汁　果物

米　鮭　トマト　玉ねぎ　豆乳　粉チーズ
えのき　さやいんげん　白菜　人参　豚肉

野菜粥

8 水
7倍粥　ささみのトマト煮　ブロッコ
リースープ　じゃが芋ミルク煮

全粥→軟飯　クリームシチュ　サラダ
果物

米　ささみ　トマト　大豆　きゅうり　ブロッ
コリー　玉ねぎ　じゃが芋　人参　育児乳

大豆とじゃが芋のお粥

9 木
7倍粥　トマトのしらすあえ　豆腐と
野菜のスープ

全粥→軟飯　トマトのしらすあえ　クー
ブイリチー煮　みそ汁　果物

しらす　トマト　玉ねぎ　さつま芋　昆布
豚肉　人参　　豆腐　米　小松菜

芋粥

10 金
レバー7倍粥　ささみの野菜煮　お
ろしきゅうり

全粥→軟飯　チキンナゲット風　サラダ
レバースープ　果物

米　ささみ　レバー　人参　コーン缶　白
菜　きゅうり　白身魚　みかん缶　玉ねぎ

白身魚と白菜のお粥

11 土 鮭入り7倍粥　きゅうり煮　スープ
鮭入り全粥→軟飯　きゅうり煮　豚汁
果物

米　鮭　きゅうり　ささみ　豚肉　大根
人参　じゃが芋

蒸しパン

13 月
7倍粥　白身魚と青菜の煮物　人
参スープ

もずく丼　コーンスープ　果物
米　白身魚　豚ひき肉　もずく　コーン缶
ほうれん草　人参　きな粉　しらす

きな粉粥

14 火
7倍粥　白身魚人参ソース　ほうれ
ん草白和え　大根スープ

全粥→軟飯　白身魚照り焼き　ほう
れん草白和え　みそ汁　果物

米　白身魚　豆腐　さつま芋　ヨーグルト
ほうれん草　大根　バナナ　人参

芋粥

15 水
7倍粥　ささみとポテトのトマト煮
おろしきゅうり煮　白菜スープ

全粥→軟飯　鶏肉のトマト煮　サラダ
白菜スープ　果物

米　ささみ　ポテト　しらす　育児乳　トマ
ト　玉ねぎ　　人参　きゅうり　白菜

しらすとトマトのおじや

16 木
7倍粥　豆腐煮　パパイヤイリチー
煮　スープ

全粥→軟飯　豆腐入り松風焼き　パ
パイヤイリチー　みそ汁　果物

米　豆腐　ツナ　ほうれん草　ひじき　豚
挽肉　玉ねぎ　人参　ささみ　パパイヤ

野菜粥

17 金
7倍粥　白身魚南瓜ペースト　キャ
ベツ煮　玉ねぎスープ

全粥→軟飯　白身魚ムニエル　中華
サラダ　みそ汁　果物

米　白身魚　キャベツ南瓜　玉ねぎ　きゅ
うり　わかめ　ささみ　育児乳

ささみと野菜のおじや

18 土 7倍粥　クリームシチュー 全粥　クリームシチュー　フルーツ
米　玉ねぎ　人参　豆腐　粉ミルク　ささ
み　フルーツ

蒸しパン

20 月
チーズ入り7倍粥　野菜煮　南瓜
スープ

チーズ入り全粥→軟飯　野菜煮　南
瓜クリームスープ　果物

米　粉チーズ　豆乳　ささみ　南瓜　玉ね
ぎ　人参　トマト

蒸しパン

21 火
7倍粥　白身魚のくず煮　野菜煮
スープ

全粥→軟飯　魚ステーキ　ひじき炒め
煮　みそ汁  果物

米　白身魚　キャベツ　ひじき　玉ねぎ
人参　ささみ　育児乳　ブロッコリー

人参とささみのおじや

22 水
7倍粥　ブロッコリーのツナ和え　人
参のとろ煮

全粥→軟飯　ブロッコリーのツナ和え
人参のとろ煮　果物

米　ツナ缶　しらす　ブロッコリー　人参
玉ねぎ

しらす粥

23 木
7倍粥　ささみと根菜のくず煮　芋
マッシュ

全粥→軟飯　ささみと根菜の味噌煮
芋マッシュ　みそ汁　果物

米　ささみ　大根　育児乳　　ツナ　　わ
かめ　玉ねぎ　人参　さつま芋

さつま芋とツナのお粥

24 金
7倍粥　ささみとキャベツの煮物　と
ろとろスープ

全粥→軟飯　ささみとキャベツの煮物
ころころスープ　果物

米　ささみ　キャベツ　粉チーズ　　ブロッコ
リー　南瓜　人参　コーン缶

野菜粥

25 土 7倍粥　ささみと野菜の煮物
スープ

全粥→軟飯　ささみと野菜の煮物
みそ汁

米　ささみ　玉ねぎ　ツナ　人参　コー
ン　もずく　豆腐　　きゅうり

蒸しパン

27 月
7倍粥　ささみと野菜の煮物　南瓜
ミルク煮　ゆし豆腐スープ

全粥→軟飯　豚肉と野菜のみそ炒め煮
南瓜ミルク煮　アーサ入りゆし豆腐　果物

米　ささみ　豚肉　ゆし豆腐　アーサ
キャベツ　人参　しらす　南瓜　育児乳

しらすときゅうりのお粥

28 火
7倍粥　鮭とキャベツのヨーグルト和
え　人参煮　南瓜スープ

全粥→軟飯　鮭のコーンクリーム焼き
野菜炒め煮　みそ汁　果物

米　鮭　豚肉　ささみ　コーン缶　キャベツ
人参　南瓜　わかめ　さやいんげん

南瓜粥

29 水

30 木
納豆7倍粥　ポテトとささみのマッ
シュ　キャベツ煮　スープ

納豆全粥→軟飯　肉じゃが　サラダ
みそ汁　果物

米　ささみ　じゃが芋　ブロッコリー　ツナ
人参　玉ねぎ　納豆　育児乳　キャベツ

　ツナと野菜おおじや

＊後期の離乳食は発達に応じて全粥から軟飯に移行します。 ＊材料その他の都合で献立を変更することがあります。

＊個々の発達に応じて、食材、調理法、形態を変えていきます。

令和2年 4月離乳食予定献立表


