
令和　2年　4月　　　　　　　離乳食予定献立表

離乳初期 �離乳中期 �離乳後期 �離乳完了期 

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

1（水） �つぶしがゆ　5－50 �おかゆ　50－80 �おかゆ一軟飯　90－80 �飲飯－ごはん　90－80 

絹豆腐のペースト　5・－25 �旦ささ皇薄くず煮つぶし10～25 �塵皇払薄くず煮粗つぶし　20－ �鶏肉の照り焼き 

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 �ほうれん草の軟らか煮－ �ほうれん草の胡麻和え 

うすい味吋汁（汁のみ）～50 �味噌汁（汁のみ）50～80 �ほうれん羊の和え物（除ごま、もやし）15・一之 �味噌汁100・－110 

15（水） �ミルク180～160 �ミルク160・－100 �味噌汁（わかめ）80－100 ミルク100－60 �清見柑15－ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 お菓子（ハイハイン） �ミルク～牛乳へ180～100 お菓子（ハイハイン）一焼きそば 

2（未） �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 �塾の薄くず煮　30～50 �麻婆豆腐 

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 �じゃが芋軟らか煮 �扮吹芋 

うすい味噌汁（汁のみ）－50 �味吋汁（汁のみ）50・－80 �一粉吹芋（除　パセリ）20～30 �味噌汁（除　コーン）100～110 

16（木） �ミルク180・－160 �ミルク160■〉100 �味噌汁（キャベツ）80－100 ミルク100－60 �甘夏柑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）－ 

3（金） 17（金） �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 

白身魚のペースト　5～15 �白身魚薄くず煮つぶし15～30 �白身魚薄くず煮粗ほぐし　20－30 �魚の変り焼き 

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15～25 �梓三線 

うすい味噌汁（汁のみ）－50 �味噌汁（汁のみ）50－80 �味噌汁（小松菜）80－100 �味噌汁100～110 

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 恭しパン（白砂糖） �ミルク～牛乳へ180～100 

6（月） �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・一80 

組五度のペースト　5～25 �鍋五度の薄くず兼つぶし25～40 �鍋五度の簿くず兼　30－50 �豚肉の香味焼き 

人参ペースト　5－20 �人参の軟らか兼つぶし15－30 �人参の軟らか煮 �人参のしりしリー 

うすい味噌汁（汁のみ）－50 �味噌汁（汁のみ）50～80 �～人参のしりしリー15～25 �味噌汁100～110 

20（月） �ミルク180－160 �ミルク160・－100 �味噌汁く大根）80－100 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～飲むヨーグルトへ180 お菓子（ポーロ） 

7（火） �つぶしがゆ　5－50 �おかゆ　50－80 �おかゆ一軟便　90～80 �軟飯－ごほん　90－80 

塾のペースト　5～20 �鶏主辿簿くず煮つぶし10～25 �塾ささ塾簿くず煮粗つぶし　20－ �ポークピーンズ 

じゃがいものペースト　5■－20 �じゃが芋軟らか兼つぶし　20■－30 �じゃがいものやわらか兼 �ポテトサラダ 

うすい野菜汁（汁のみ）－50 �野菜汁（汁のみ）50－80 �－ポテトサラダ　20～30 �わかめスープ100－110 

21（火） �ミルク180－160 �ミルク160－100 �野菜汁（人参・玉ねぎ）80－100 ミルク100－60 �甘夏柑15～ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 バ皇＝旦＝辿 �ミルク～牛乳へ180～100 地 

8（水） �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 

白星魚のペースト　5－15 �旦鼻息薄くず兼つぶし15～30 �丘鼻息薄くず煮粗ほぐし　20－30 �魚のムニエル 

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 �小松薬のソテ・・1除　コーン） 

うすい味噌汁（汁のみ）－50 �味噌汁（汁のみ）50－80 �一小松菜のソテー（除　コーン）15－25 �味噌汁100－110 

22（水） �ミルク180－160 �ミルク160－100 �味噌汁（かぶ）80－100 ミルク100・〉60 �清見柑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）～かやくごはん（陰こんにゃく） 

9（木） �つぶしがゆ　5・－50 �おかゆ　50－80 �おかゆ～軟飯　90－80 �歓飯～ごほん　90・｝80 

塾のペースト　5－20 �塾の簿くす煮つぶし　20－40 �あの薄くず兼 �卵焼き（味噌味） 

野菜のペースト（人参・玉ねぎ）5～20 �野菜の軟らか煮つぶし（人参・玉ねぎ）15・－30 �－ふわふわオムレツ　20－30 �もやしのカレー炒め 

うすい味噌汁（汁のみ）～50 �味噌汁（汁のみ）50－80 �野菜の軟らか煮（人参・王ねぎ）15－25 �味吋汁100～110 

30（木） �ミルク180－160 �ミルク160・－100 �味噌汁（じゃがいも）80－100 ミルク100－60 �甘夏柑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）－ 

繁i狂乱後期に乳児笈から1枚 ��り分けて使用する囁含、昧寸けは薄く、使さは羞駅らかめにしています。 



令和　2年　4月　　　　　　　離乳食予定献立表

離乳初期 �離乳中期 �離乳後期 �離乳完了期 

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

10（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 

塾のペースト　5～20 �鼠ささみ薄くず兼つぶし10－25 �クリームシチュー100－120 �ミルクカレー120・－140 

じゃがいものペースト　5～20 �じゃが芋軟らか煮つぶし　20・一30 �（温ささあ一豚肉刻み） �ひじきのナムル 

うすい野菜汁（汁のみ）～50 �野菜汁（汁のみ）50～80 �じゃがいものやわらか煮～ �甘夏柑15・｝ 

24（金） �ミルク180－160 �ミルク160－100 �人参ときゅうりの和え物15－25 ミルク100－60 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 お菓子（ベビーウエハース） �ミルク～牛乳へ180～100 お菓子（ベビーウエハース）～りんご寒天 

13（月） �パンがゆ　5・〉50 �パンがゆ　50－80 �バター付きパン　20－30 �パター付パン　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 �ジャーマンオムレツ（除ベーコン） 

キャベツのペースト　5－20 �キャベツ軟らか煮つぶし　20－30 �～ふわふわオムレツ　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 �キャベツ軟らか兼　20～30 �コンソメジュリアン100～110 

27（月） �ミルク180～160 �ミルク160－100 �野菜汁（人参・玉ねぎ）80～100 ミルク100一一60 

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・玉ねぎト凍豆腐のそぼろごほん 

14（火） 28（火） �うどんのくたくた煮（人参・玉ねぎ）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 �煮込みうどん120－130 

綱豆腐のペースト　5・－25 �絹豆腐の薄くず煮つぶし　25－40 �絹豆腐の薄くず煮 �鶏挽肉のつくね焼き 

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 �一肉団子の簿くず煮　20～30 �グリーンアスパラのソテー 

ミルク180■－160 �ミルク160－100 �ほうれん草の叔らか煮 ～グリーンアスパラの軟らか兼16－25 ミルク100～60 �清見柑15～ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 d皇＝旦＝姓 �ミルク～牛乳へ180～100 d曳＝旦＝姓γ 

23（木） �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 

魅のペースト　5・〉20 �勉のペースト～ �払出二薄くず兼つぶし　20～30 �レバーの立田揚げ 

小松菜のペースト　5～20 �払出＝薄くず煮つぶし10～20 �小松菜の軟らか兼15～25 �甘酢和え（除　コーン） 

うすい漬汁（汁のみ）～50 �小松菜軟らか煮つぶし15～30 �漬汁（魅）80～100 �漬汁（除　えのき）100～110 

ミルク200 �漬汁（汁のみ）50－80 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 バターロール �ミルク～牛乳へ180～100 バターロールー 

参 �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 �払ささ灸薄くす煮つぶし10～25 �駐独簿くず煮粗つぶし　20～ �肉じゃが（除しらたき） 

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15－30 �ブロッコリー軟らか薫 �ブロッコリーのマヨネーズ添え 

考 �うすい味噌汁（汁のみ）～50 �味噌汁（汁のみ）50～80 �～ブロッコリーのマヨネーズ添え15～25 �味叶汁100－110 

献 立 �ミルク180～160 �ミルク160～100 �昧叶汁（玉ねぎ）80～100 ミルク100～60 �甘夏柑15－ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 お菓子（ウエハース） �ミルク～牛乳へ180－100 お菓子（ウエハース）～ 

参 �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 

組五度のペースト　5～25 �組五度の薄くず煮つぶし　25－40 �韻豆腐の薄くず煮　30－50 �炒り豆腐 

さつま芋のペースト　5－20 �さつま芋軟らか煮つぶし　20－30 �さつま芋の軟らか煮 �さつま芋の甘煮 

考 �うすい味噌汁（汁のみ）－50 �味噌汁（汁のみ）50－80 �～さつま芋の甘煮　20－30 �味噌汁100～110 

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 

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）～カステラ（1歳－） 

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

塾のペースト　5～20 �鶏ささみ簿くず煮つぶし10－25 �鶏ささみ簿くず煮粗つぶし　20－ �鶏肉の立田揚げ 

人参ペースト　5・－20 �人参の軟らか兼つぶし15－30 �人参の軟らか煮 �三色おひたし 

考 �うすい漬汁（汁のみ）－50 �漬汁（汁のみ）50－80 �～三色おひたし（除白胡麻）15－25 �若竹汁100－110 

献 立 �ミルク180～160 �ミルク160～100 �漬汁（わかめ）80－100 ミルク100－60 �清見柑15′・′ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 お菓子（カルケット） �ミルク～牛乳へ180～100 お菓子（カルケット）－ 

※離乳後期に乳児裳から取 ��り分けて使用する場含、R禾寸けは薄く、捜さは重訳らかめ ��にしています。 

※離乳完了期の主菜・副菜・おやつの分量については乳児食の8割からを目安としています。
※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。


