
令和2年3月　　　　　　　　　離乳食予定献立表

離乳食1 �義乳食2 �離乳食3 �離乳食4 

目安月 �5、6か月頃 �7、8か月頃 �9～11か月頃 �12－18か月頃 

2（月） 16（月） �つぶしがゆ　5～50 �おかゆ　50・－80 �おかゆ～軟飯　90～80 �軟飯～ごほん　90－80 

塾のペースト　5－20 �払出薄くす煮つぶし10～25 �生地薄くず煮租つぶし　20－30 �豚肉の味噌炒め 

ほうれん草のペースト　5～20 �ほうれん草軟らか兼つぶし15－30 �ほうれん草の軟らか煮　20～30 �ひじきの胡麻和え 

薄い清汁（汁のみ）～50 �清汁（汁のみ）50－80 �清汁（小松菜）80・－100 �清汁（除はんぺん） 

ミルク180－160 �ミルク160～100 �ミルク100－60 �はっさく15－ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 さつま等のやわらか煮 �ミルク～牛乳へ180・－100 茶巾しぼり（レーズン刻み） 

3（火） �つぶしがゆ　5－50 �おかゆ　50～80 �おかゆ～軟飯　90～80 �軟飯－ごほん　90－80 

塾のペースト5－20 �の薄くず煮つぶし　20－40 �肉団子の薄くず煮　20～30 �菜の花団子（除コーン） 

人参のペースト　5－20 �人参の軟らか煮つぶし15－30 �人参の軟らか煮～ �三色サラダ 

うすい清汁（汁のみ）～50 �清汁（汁のみ）50～80 �三色サラダ　20～30 �清汁（除　えのきだけ）100－110 

ミルク180～160 �ミルク160～100 �清汁（塾）80・－100 ミルク100～60 �伊予柑　15～ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 お菓子（ポーロ） �ミルク～牛乳へ180・－100 お菓子（ポーロ〉～ 

4（水） �つぶしがゆ　5～50 �おかゆ　50～80 �おかゆ～軟飯　90～80 �軟飯－ごはん　90～80 

塾のペースト　5－20 � �鼠kd＝薄くず煮つぶし　20′・′30 �レバーのカレー揚げ 

キャベツのペースト　5－20 �キャベツ軟らか煮つぶし15－30 �キャベツ軟らか煮～ �胡麻ドレッシングサラダ（瞼ロースハム） 

うすい味噌汁（汁のみ）－50 �味噌汁（汁のみ）50～80 � �味噌汁 

ミルク180－160 �ミルク160～100 �味噌汁（綿豆腐）80～100 ミルク100・－60 �伊予柑15－ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 煮込みスパゲティ（玉ねぎ・人参） �ミルク～牛乳へ180～100 

5（木） 19（木） �つぶしがゆ　5－50 �おかゆ　50～80 �おかゆ一軟飯　90・－80 �軟飯～ごほん　90－80 

且盈魚のペースト5・－15 �且皇魚薄くず煮つぶし15～30 �且身息薄くず煮粗ほぐし20－30 �魚の西京焼き 

人参ペースト　5－20 �人参の軟らか煮つぶし15～30 �人参の軟らか煮 �切干し大枚の煮物 煮豆 清汁（除えのきだけ） 清見柑15－ 

薄い清汁（汁のみ）～50 �清汁（汁のみ）50～80 �～切干し大根の煮物（除油揚げ）20■－30 

ミルク180－160 �ミルク160～100 �清汁（ほうれん草）80－100 ミルク100－60 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 パターロール �ミルク～のむヨーグルトへ180 バーロー～黒♯パン（1歳から） 

6（金） 30（月） �つぶしがゆ　5－50 �おかゆ　50～80 �おかゆ～軟飯　90～80 �軟便～ごはん　90～80 

じゃがいものペースト　5－20 �弘辿薄くず煮つぶし10－25 �クリームシチュー100～120 �ミルクカレー 

ほうれん草のペースト　5－20 �ほうれん草軟らか煮つぶし15－30 �（温さ基金～豚肉刻み） �ほうれん草のナムル 

うすい野菜汁（汁のみ）～50 �野菜汁（汁のみ）50－80 �ほうれん草の軟らか煮 

ミルク180～160 �ミルク160－100 �ミルク100－60 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 お菓子（マンナ） �ミルク～牛乳へ180－100 お菓子（マンナ）－グレープゼリー 

9（月） 23（月） �つぶしがゆ　5～50 �おかゆ　50－80 �おかゆ～軟飯　90－80 �軟飯～ごはん　90－80 

じゃがいものペースト　5～20 �盤立地薄くず煮つぶし20－30 �温さ迫薄くず煮粗つぶし－ �じゃがいものカントリー煮 

ブロッコリーのペースト　5～20 �ブロッコリー軟らか煮つぶし15－30 �じゃがいものカントリー煮20－30 �ブロッコリーの塩茹で 

うすい味噌汁（汁のみ）～50 �味噌汁（汁のみ）50～80 �ブロッコリー軟らか煮　20～30 �味噌汁 

ミルク180－160 �ミルク160～100 �味噌汁（ほうれん草）80－100 ミルク100－60 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 ホットケーキ（白砂糖） �ミルク～牛乳へ180～100 

10（火） �つぶしがゆ　5～50 �おかゆ　50－80 �おかゆ～軟便　90～80 �軟飯｛ごほん　90～80 

鼠豆血のペースト　5～25 �盈豆且の薄くず煮つぶし25～40 �肉団子の薄くす煮　20～30 �豆腐のつくね炊き 

小松菜のペースト　5－20 �小松菜軟らか煮つぶし15～30 �小松菜の軟らか煮 �甘酢和え（除コーン缶） 

うすい味噌汁（汁のみ）－50 �味噌汁（汁のみ）50・－80 �一甘酢和え（除コーン缶）15～25 �味噌汁（除なめこ） 

24（火） �ミルク180・－160 �ミルク160－100 �味噌汁（大根）80～100 ミルク100～60 �伊予柑15－ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 おじや（人参） �ミルク～牛乳へ180－100 おじや（人参）～人参ごほん 

3l‾　l　から　し　l ���付けは薄く、硬さは軟らかめ 児食の8割からを目安として �にしています。 います。 ヽ ※離乳食4の主菜・副菜・おやつの分量については乳 

※離乳食の始まりや、献立の移行期などは、個別に配 ��慮して内容を変更すること �があります。 



令和2年3月　　　　　　　　　離乳食予定献立表

離乳食1 �離乳食2 �義乳食3 �離乳食4 

目安月 �5、6か月頃 �7、8か月頃 �9－11か月頃 �12－18か月頃 

11（水） �パンがゆ（址）5－50 �パンがゆ（址）50・－80 �バターロール　20～30 �バターロール　30・－ 

塾のペースト　5－20 �塾の薄くず煮つぶし　20－40 �肉団子の薄くず煮　20－30 �チーズハンバーグ 

キャベツのペースト　5～20 �キャベツ軟らか煮つぶし15～30 �キャベツ軟らかよ一サワークラフト20一一30 �サワークラフト 

うすい野菜汁（汁のみ）－50 �野菜汁（汁のみ）50－80 �野菜汁（玉ねぎ・人参）80～100 �豆乳コーンスープ 

25（水） �ミルク180－160 �ミルク160～100 �ミルク100－60 �はっさく15－ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 煮込みビーフンく人参りト松葉） �ミルク～お茶へ180－100 煮込みビーフン～じゃこねぎビーフン 

12（木） �つぶしがゆ　5～50 �おかゆ　50－80 �おかゆ～欽飯　90－80 �軟飯｛ごはん　90－80 

且姐のペースト　5～15 �且身息薄くず煮つぶし15～30 �且且凰薄くず煮粗ほぐし20－30 �揚げ魚の甘辛和え 

小松菜のペースト　5～20 �小松菜軟らか煮つぶし15～30 �小松菜の軟らか煮 �青葉の炒め煮 

うすい味噌汁（汁のみ）～50 �味噌汁（汁のみ）50－80 �一青菜の炒め煮（除油1削げ〉　20－30 �味噌汁（除さつま揚げ） 

26（木） �ミルク180－160 �ミルク160～100 �味噌汁（白菜）80－100 ミルク100－60 �伊予柑15－ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 パター付きパン �ミルク～牛乳へ180－100 バター付きパン～二色サンド 

13（金） �つぶしがゆ　5－50 �おかゆ　50－80 �おかゆ～軟飯　90～80 �軟飯－ごはん　90～80 

盟豆脇のペースト　5～25 �貞豆盛の薄くす煮つぶし25～40 �豚肉薄くず煮つぶし　20－30 �生揚の中華風煮（除生しいたけ） 

ブロッコリーのペースト　5・－20 �ブロッコリー軟らか兼つぶし16－30 �ブロッコリー軟らか煮　20－30 �ブロッコリーのマヨネーズ添え 

うすい味噌汁（汁のみ）～50 �味噌汁（汁のみ）50－80 �味噌汁（じゃがいも）80～100 �味噌汁 

27（金） �ミルク180－160 �ミルク160～100 �ミルク100～60 �清見柑15－ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 お菓子（ポーロ） �ミルク～牛乳へ180－100 お菓子（ポーロ）－ 

17（火） �うどんのくたくた煮　5－50 �煮込みうどん（人参・玉ねぎ）50－100 �煮込みうどん（人参・玉ねぎ）100・－120 �けんちんうどん120－130 

親豆鳳のペースト　5～25 �鎧豆血の薄くず煮つぶし25～40 �の鶏くず薫～ふわふわオムレツ　20－30 �ツナ入り卵焼き 

人参ペースト　5－20 �人参の軟らか煮つぶし15・－30 �人さの散らか煮～シルバーサラダ15－25 �シルバーサラダ 

ミルク180～160 �ミルク160－100 �ミルク100～60 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 お菓子（ハイハイン） �ミルク～牛乳へ180－100 お菓子（ハイハイン）～ 

18（水） �パンがゆ　5～50 �パンがゆ　50－80 �バター付パン　20－30 �バター付パン　30－ 

塾のペースト5－20 �塾の薄くず煮つぶし20～40 �塾の薄くず煮～米粉豆乳グラタン �米粉豆乳グラタン（除マッシュルーム） 

さつま芋のペースト　5～20 �さつま芋軟らか煮つぶし　20－30 �（除マッシュルーム、パセリ）20－30 �野菜スティック 

うすい野菜汁（汁のみ）～50 �野菜汁（汁のみ）50～80 �さつま芋のやわらか煮　20～30 �わかめスープ（除コーン缶） 

ミルク180～160 �ミルク160一〉100 �野菜汁（わかめ）80・－100 ミルク100・－60 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク200 おじや（人参、玉ねぎ） �ミルク～牛乳へ180－100 おじや（人参、玉ねぎ）～ぽたもち 

31（火） �パンがゆ　5～50 �パンがゆ　50～80 �パター付パン　20～30 �バター付パン　30－ 

塾のペースト　5・－20 �塾の薄くず煮つぶし20～40 �塾の薄くす煮－ �米粉豆乳グラタン（除マッシュルーム） 

さつま芋のペースト　5～20 �さつま芋軟らか煮つぶし　20～30 �米粉豆乳グラタン（陰マッシュルームパセリ） �野菜スティック 

うすい野菜汁（汁のみ）－50 �野菜汁（汁のみ）50～80 �さつま芋のやわらか煮　20～30 �わかめスープ（除コーン缶〉 

ミルク180～160 �ミルク160－100 �野菜汁（わかめ）80～100 ミルク100・－60 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク200 おじや（人参、玉ねぎ） �ミルク～牛乳へ180・－100 おじや（人参、玉ねぎ）～豆おこわ 

参 �つぶしがゆ　5－50 �おかゆ　50～80 �おかゆ～軟飯　90～80 �軟飯～ごはん　90～80 

塾のペースト　5～20 �塾の薄くず煮つぶし20－40 �ふわふわオムレツ �スクランブルエッグ 

じゃがいものペースト　5－20 �じゃが芋軟らか煮つぶし　20～30 �～スクランブルエッグ（除グリーンピース）20■－30 �じゃが芋とコーンのソテー（除コーン缶） 

考 �うすい味噌汁（汁のみ）－50 �味噌汁（汁のみ）50～80 � �味噌汁 

献 立 �ミルク180～160 �ミルク160～100 �味噌汁（ほうれん草）80～100 ミルク100～60 �はっさく15－ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 お菓子（マンナ） �ミルク～牛乳へ180～100 お菓子（マンナ）～ 

※離乳笈3に乳児笈から取り分けて使用する場合、曝 ※離乳食4の主菜・副菜・おやつの分量については乳 ※離乳食の始まりや、献立の移行期などは、個別に配 ���付けは薄く、硬さは軟らか 児食の8割からを目安として 慮して内容を変更すること �にしています。 います。 があります。 


