
令和2年7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 �おかゆ一散飯　90・－80 �歓飯－ごはん90－80 

塾のペースト　5－20 �旦ささ塾薄くす兼つぶし10～25 �温ささ塾薄くず煮粗つぶし20－30 �豚肉のヰ国風焼き 

ほうれん草ペースト　5■－20 �ほうれん草の軟らか煮つぶし15～30 �ほうれん草の軟らか煮－ �ナムル 

うすい野菜汁（汁のみ）－50 �野菜汁（汁のみ）50－80 �ナムル（除もやし）15・－25 �わかめスープ100～110 

15（水） �ミルク180～160 �ミルク160－100 �野菜汁（人参・ほうれん草）80～100 ミルク100－60 �メロン15・－ ミルク（180′・′100）一牛乳へ ′くター付きパン～ 夏野菜のピザトースト（除コーン缶） 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 パター付パン 

2（木） �つぶしかゆ　5■－50 �おかゆ　50～80 �おかゆ一散飯　90－80 �軟飯～ごはん　90－80 

親重度のペースト　5～25 �韻量産の薄くず煮つぶし25－40 �組五度の薄くず兼30－50 �豆腐とひじきのかき揚げ 

かぼちゃのペースト　5・｝20 �かぼちゃの軟らか簾つぶし15～30 �かぼちゃの軟らか煮～ �甘酢和え 

うすい味噌汁（汁のみ）－50 �味噌汁（汁のみ）50－80 �甘酢和え15・・′25 �味噌汁100～110 

16（未） �ミルク180・－160 �ミルク160～100 �味噌汁（玉ねぎ）80・〉100 ミルク100・｝60 �すいか15－ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 お菓子（ハイハイン） �ミルク（180・－100）一牛乳へ お菓子（ハイハイン）－ 

3（金） �パンがゆ（食＆）5－50 �パンがゆ（食！題　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 �の簿くず煮－ふわふわオムレツ　20－30 �かぼちゃのキッシュ 

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～ �いんげんのマヨネーズ添え 

うすい野菜汁（汁のみ）～50 �野菜汁（汁のみ）50－80 �いんげんのマヨネーズ添え15～25 �春雨スープ（除　ハム）100■－110 

17（金） �ミルク180～160 �ミルク160－100 �野菜汁（小松菜・玉ねぎ）80－100 ミルク100－60 �すいか15～ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 煮込みスパゲティ（人参■玉ねぎ） �ミルク（180・｝100）一牛乳へ 煮込みスパゲティ～サマースパゲティー 

6（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 

親五度のペースト　5－25 �組五度の薄くず兼つぶし　25～40 �肉団子の薄くず煮　20～30 �豆腐の松風焼き 

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～ �ひじきの炒り煮 

うすい漬汁（汁のみ）－50 �漬汁（汁のみ）50～80 �人参の妙り煮15－25 �漬汁100・｝110 

20（月） �ミルク180・－160 �ミルク160－100 �漬汁（艶）80－100 ミルク100－60 �メロン15～ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 じゃがいものやわらか煮 �ミルク（180－100）～牛乳へ じゃがいものやわらか憲一2色ポンデケージョン 

7（火） �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－ 

白身魚のペースト　5－15 �白星魚薄くず兼つぶし15－30 �白星魚薄くず煮粗ほぐし　20・一30 �フィッシュアンドチップス 

じゃがいもペースト　5～20 �じゃがいもの軟らか煮つぶし15－30 �じゃがいもの軟らか煮　20－30 �くし型トマト 

うすい野菜汁（汁のみ）－50 �野菜汁（汁のみ）50－80 �野菜汁（人参・玉ねぎ）80－100 �豆乳スープ100－110 

21（火） �ミルク180～160 �ミルク160～100 �ミルク100～60 �すいか15－ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 おじや（人参・玉ねぎ） �ミルク（180－100）－お茶へ おじや一雷菜とじゃこのふりかけごほん 

8（水） �つぶしがゆ　5■－50 �おかゆ　50～80 �おかゆ一散飯　90～80 �軟飯～ごほん　90～80 

塾のペースト　5～20 �塾皇払薄くず兼つぶし10－25 �クリームシチュー100～120 �夏野菜のミルクカレー120－140 

キャベツのペースト　5－20 �キャベツ軟らか煮つぶし15－30 �（象ささ金一豚もも肉刻み） �ハワイアンサラダ（パイン缶刻み） 

うすい野菜汁（汁のみ）－50 �野菜汁（汁のみ）50－80 �キャベツ軟らか煮－ 

22（水） �ミルク180－160 �ミルク160－100 �キャベツときゅうりのサラダ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（180－100）一牛乳へ お菓子（ベビーウエハース）－ひまわり嚢 

9（木） �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 

農豆度のペースト　5－25 �線量塵の薄くず兼つぶし　25－40 �【　の簿くす簾～ふわふわオムレツ20－30 �スペイン風卵焼き（除　ベーコン） 

とうがんのペースト　5－20 �とうがんの軟らか煮つぶし15－30 �とうがんの軟らか煮－ �いんげんのきんぴら 

うすい味噌汁（汁のみ）－50 �味噌汁（汁のみ）50～80 �いんげんのきんぴら（降しらたき）15■－25 �味噌汁100－110 

30（木） �ミルク180－160 �ミルク160－100 �味噌汁く生揚げ除皮）80－100 ミルク100～60 �すいか15・－ 

ミルク200 �ミルク～200 お菓子（ポーロ） �ミルク（180－100〉～のむヨーグルトへ お菓子（ポーロ）～ 

実り旺等し後期に写し児賃から1枚 ��り分けて使用する場合、囁 �寸けは薄く、健吉は童駅らかめ �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。



令和2年7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） 31（金） �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 �冷しうどん120－140 

塾のペースト　5－20 �為さ払簿くず兼つぶし10～25 �為さ主奥薄くす煮粗つぶし　20－30 �鶏肉のオレンジ焼き 

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　20－30 �モロヘイヤのナムル 

ミルク180～160 �ミルク160～100 �ミルク100－60 �メロン15－ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 おじや（人参・玉ねぎ） �ミルク（180■－100）一牛乳へ おじや～凍り豆腐のドライカレー 

13（月） �つぶしがゆ　5－50 �おかゆ　50－80 �おかゆ～軟飯　90・一80 �軟龍一ごはん90～80 

塾のペースト　5－20 �鼠ささ皇簿くず煮つぶし10－25 �旦ささ塾薄くず煮粗つぶし　20・－30 �なすのグラタン 

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－ �きゅうりの中華和え 

うすい味噌汁（汁のみ）～50 �味噌汁（汁のみ）50－80 �きゅうりの中華和え（除白胡麻）15～25 �味噌汁（除なめこ）100－110 

27（月） �ミルク180～160 �ミルク160～100 �味噌汁（豆腐）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 �ミルク（180～100）～牛乳へ ホットケーキ～キャロットケーキ 

14（火） �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． 

且鼻息のペースト　5・－15 �白身魚薄くず煮つぶし15－30 �且鼻魚のバター焼き　20■－30 �魚の味噌マヨネーズ焼き 

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－ �切干し大根の煮物 

うすい味噌汁（汁のみ）～50 �味噌汁（汁のみ）50～80 �切干し大根の煮物（除油揚げ）15－25 �味噌汁100・〉110 

28（火） �ミルク180・一160 �ミルク160－100 �昧叶汁（小松菜）80－100 ミルク100－60 �すいか15・－ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 お菓子（マンナ） �ミルク（180～100）～ヨーグルトへ お菓子（マンナ）～ 

20（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 

塾のペースト　5－20 �盤の薄くす煮つぶし－ �旦出＝薄くず煮つぶし　20－30 �レバーの胡麻味噌焼き 

キャベツのペースト　5－20 �旦出＝薄くす兼つぶし10－20 �キャベツ軟らか煮－ �スパゲティサラダ 

うすい味叶汁（汁のみ）－50 �キャベツ軟らか兼つぶし15′・′30 �スパゲティサラダ15－25 �味噌汁100～110 

ミルク180－160 �味噌汁（汁のみ）50～80 ミルク160■－100 �味噂汁（かぼちゃ）80－100 ミルク100～60 �メロン15－ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 チヂミ凰おやき（除にら・コーン缶） �ミルク（180－100）一牛乳へ チヂミ風おやきく除コーン缶） 

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 

鍋五度のペースト　5・｝25 �親王度の薄くず兼つぶし25～40 �韻五度の簿くず煮　30～50 �五目豆 

ほうれん草のペースト　5－20 �ほうれん草軟らか鳶つぶし15－30 �ほうれん草の軟らか煮－ �ほうれん草の胡麻和え 

考 �うすい味噌汁（汁のみ）～50 �味噌汁（汁のみ）50・－80 �ほうれん草の和え物15－25 �味噌汁（除えのきだけ）100～110 

献 立 �ミルク180～160 �ミルク160－100 �味噌汁（かぶ）80－100 ミルク100・－60 �プチトマト15－ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 おじや（人参） �ミルク（180～100）一牛乳へ おじや－じゃこおにぎり 

参 �つぶしがゆ　5・〉50 �おかゆ　50－80 �おかゆ～軟飯　90－80 �飲飯｛ごほん　90■－80 

組五度のペースト　5－25 �親五度の薄くず煮つぶし25－40 �鍋支度の薄くす兼　30－50 �豚肉の胡麻照り焼き 

じゃがいものペースト　5－20 �じゃがいもの軟らか煮つぶし15・－30 �じゃがいもの軟らか煮　20－30 �カレーポテト 

考 �うすい味噌汁（汁のみ）－50 �味噌汁（汁のみ）50－80 �味噌汁（チンゲン菜）80－100 �味噌汁100－110 

献 立 �ミルク180－160 �ミルク160－100 �ミルク100－60 �メロン15～ 

ミルク200 �ミルク200 �ミルク～200 ∠j卓二旦＝辿 �ミルク（180－100）一牛乳へ 地一黒糖パン（満1歳～） 

参 �うどんのくたくた煮 �煮込みうどん �煮込みうどん �そうめん120－130 

（生産・人参・玉ねぎ〉5－50 �（鹿島・人参・玉ねぎ）50－100 �（髭塵・人参・玉ね宣）100～120 �魚のカレー揚げ　かぼちゃ添え 

丘鼻息のペースト　5・－15 �白身魚薄くず煮つぶし15～30 �且鼻息凛くず煮粗ほぐし　20－30 �酢の物 

考 �かぼちゃのペースト　5－20 �かぼちゃの軟らか煮つぶし15～30 �かぼちゃの軟らか煮～ �すいか15～ 

献 立 �ミルク180・－160 �ミルク160～100 �　　　酢の物15－25 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（180～100）～牛乳へ お菓子（ハイハイン）～ 

※離苧L後期に学L児質から取 ��り分けて使用する場含、昧 �寸けは薄く、使さは軟らかめ �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。


