
 2017年度 5月　離乳食予定献立表

                  おひさま岡町保育園
５～６ヶ月頃 ７～８ヶ月頃 ９～１１ヶ月頃 ５～６ヶ月頃 ７～８ヶ月頃 ９～１１ヶ月頃

マッシュ→みじん切り みじん切り→あらみじん あらみじん、サイコロ状 マッシュ→みじん切り みじん切り→あらみじん あらみじん、サイコロ状

ごはん つぶしがゆ 全粥 軟飯 ちりめんじゃこと つぶしがゆ 全粥 軟飯/じゃこと大葉ごはん
月 鶏手羽の磯辺焼き 豆腐の含め煮（昆布） 鶏手羽中の柔らか煮（だし、しょうゆ） 鶏手羽中の柔らか煮（だし、しょうゆ） 月 　　大葉のお寿司（酢、塩） しらすの柔らか煮 しらすの柔らか煮 高野豆腐の煮物

（

切り干し大根のサラダ にんじんマッシュ 春キャベツの煮物（だし、しょうゆ） 切り干し大根の煮物（だし、しょうゆ）

（

新じゃがいもマッシュ 高野豆腐の煮物（だし、三温、しょうゆ）（高野豆腐、にんじん）
1 （マヨドレ） 新じゃがいものマッシュ （春キャベツ、人参） （切り干し大根、人参、きぬさや） 8 ふきと高野豆腐の煮物 にんじんマッシュ （高野豆腐、人参、） 新じゃがの含め煮
15 おみそ汁（にぼし、みそ） 玉ねぎの柔らか煮 おみそ汁 おみそ汁 （だし、しょうゆ、さけ、みりん）玉ねぎの柔らか煮 新じゃがの含め煮 すまし汁（かつお、昆布、薄口）

29 野菜スープ（昆布） （春キャベツ） （春キャベツ、にら、白ネギ） 22 すまし汁 野菜スープ（昆布） すまし汁（かつお、昆布、薄口）

） ）

（かつお、昆布、うすくち、塩）
なし なし にんじんクッキー なし なし じゃがいものおやき

（小麦粉、牛乳、三温糖、バター、にんじん） （ｼﾞｬｶﾞｲﾓ、玉ねぎ、豚ミンチ、牛乳、ﾊﾞﾀｰ）
豚あんかけ丼 つぶしがゆ 全粥 軟飯／豚あんかけ たけのこごはん つぶしがゆ 全粥 軟飯

火 （しょうゆ、みりん） ささみの柔らか煮 ささみと野菜の煮物（昆布、しょうゆ） （豚肉、新玉ねぎ、新ごぼう、 火 （だし、うすくち、酒、塩） 白身魚の柔らか煮 煮魚 煮魚

（

春キャベツの柔らか煮 （ささみ、新玉ねぎ、春キャベツ、人参） にんじん、春キャベツ）

（

魚の塩焼き（塩） 大根の含め煮 大根と人参の煮物 白和え

2 にんじんマッシュ 大根と人参の煮物（だし、しょうゆ） 大根とにんじんの煮物（だし、しょうゆ） 9 春の白和え さつまいものマッシュ さつまいもの含め煮 （豆腐、にんじん、干ししいたけ、きぬさや）
16 新玉ねぎの柔らか煮 新じゃがいもの含め煮 新じゃがいもの含め煮 （白みそ、薄口、塩） にんじんマッシュ すまし汁（かつお、昆布、薄口） さつまいもの含め煮
30 おみそ汁（にぼし、みそ） 野菜スープ（昆布） おみそ汁 おみそ汁 23 すまし汁 野菜スープ（昆布） すまし汁

）

（大根、豆腐） （大根、青ネギ、豆腐）

）

（かつお昆布、うすくち、酒、塩）
なし なし ヨーグルトと市販菓子 なし なし 市販菓子

ごはん つぶしがゆ 全粥 軟飯 ごはん つぶしがゆ 全粥 軟飯
水 魚の煮つけ 白身魚の柔らか煮 魚の煮付け（しょうゆ） 魚の煮付け（しょうゆ） 水 新ごぼうの豚肉まき 豆腐の含め煮 豆腐の含め煮 豚肉とごぼうの煮物

（

（だし、酒、しょうゆ、みりん） 小松菜の柔らか煮 小松菜のおひたし（だし、しょうゆ） 小松菜のおひたし（だし、しょうゆ）

（

（しょうゆ、みりん） かぼちゃマッシュ 大豆と野菜の煮物 大豆と野菜の煮物
17 小松菜のごま和え（しょうゆ） さつまいもマッシュ （小松菜、人参） （小松菜、人参） 大豆サラダ（酢、塩） にんじんマッシュ （大豆、にんじん） （大豆、にんじん）

大根の柔らか煮 さつまいもの含め煮 さつまいもの含め煮 10 玉ねぎの柔らか煮 かぼちゃの煮物 かぼちゃの煮物
31 おみそ汁（にぼし、みそ） 野菜スープ（昆布） おみそ汁 おみそ汁 おみそ汁（にぼし、みそ） 野菜スープ（昆布） おみそ汁 おみそ汁

）

（大根、玉ねぎ） （大根、玉ねぎ、えのき） ) （大根） （大根）
なし なし よもぎ蒸しパン（小麦粉、三温糖 なし なし ふきごはん/軟飯

油、牛乳、小豆、よもぎ）
豆ごはん（塩） つぶしがゆ 全粥 軟飯/豆ごはん ごはん つぶしがゆ 全粥 軟飯

木 豆腐の含め煮 鶏肉と人参とじゃがいもの煮物 鶏肉と若ごぼうの煮物 木 春キャベツと鶏肉の炒め物 鶏肉の柔らか煮 鶏肉と春キャベツのミルク煮 鶏肉と春キャベツのクリーム煮

（

若ごぼうと鶏肉の煮物 新じゃがいものマッシュ （鶏肉、人参、じゃがいも） （鶏肉、人参、若ｺﾞﾎﾞｳ）

（

（しょうゆ、みりん）
新じゃがいものマッ
シュ

（鶏肉、玉ねぎ、人参、春キャベツ （鶏肉、玉ねぎ、人参、春キャベツ
（だし、酒、うすくち、みりん） かぼちゃマッシュ かぼちゃの含め煮 かぼちゃの含め煮 春キャベツの柔らか煮 　アスパラ、牛乳） 　アスパラ、牛乳、ﾊﾞﾀｰ、小麦粉）

18 にんじんマッシュ すまし汁（かつお、昆布、薄口） すまし汁（かつお、昆布、薄口） 11 新玉ねぎの柔らか煮 新じゃがの含め煮 新じゃがの含め煮
若竹汁 野菜スープ（昆布） おみそ汁（にぼし、みそ） 野菜スープ（昆布） おみそ汁 おみそ汁

）

（かつお昆布、うすくち、酒、塩）

）

（新玉ねぎ） （新玉ねぎ）
なし なし ふかしいも なし なし 市販菓子

ごはん つぶしがゆ 全粥 軟飯 新しょうがごはん（塩） つぶしがゆ 全粥 軟飯/新しょうがごはん
金 魚のムニエル（塩） 白身魚の柔らか煮 魚の煮付け 魚のムニエル 金 そらまめのかき揚げ（塩） 豆腐の含め煮 豆腐の含め煮 豆腐の含め煮

（

春キャベツの含め煮 春キャベツのおひたし 春キャベツのおひたし

（

にんじんマッシュ 玉ねぎと人参の煮物 玉ねぎと人参の煮物
春キャベツのサラダ（酢、塩）小松菜の柔らか煮 （春キャベツ、アスパラ、人参、ささみ） （春キャベツ、アスパラ、人参、ささみ） 12 長いもの梅和え 新玉ねぎの柔らか煮 かぼちゃの煮物 かぼちゃの煮物

19 さつまいもマッシュ さつまいもの含め煮 さつまいもの含め煮 （しょうゆ） かぼちゃマッシュ おみそ汁 おみそ汁
豆腐のスープ 野菜スープ（昆布） 野菜スープ 野菜スープ 26 おみそ汁（にぼし、みそ） 野菜スープ（昆布） （玉ねぎ） （玉ねぎ）

）

（コンソメ、塩） （小松菜、人参、新玉ねぎ） （小松菜、人参、新玉ねぎ）
）

なし なし おにぎり なし なし トースト

土 豚飯 つぶしがゆ 全粥 豚飯/軟飯 土 マーボー丼 つぶしがゆ 全粥 マーボー丼／軟飯

（

（塩、しょうゆ） 豆腐の含め煮 豆腐と野菜の煮物（だし、しょうゆ） （豚肉、玉ねぎ、にんじん、青ネギ）

（

（赤みそ、しょうゆ、塩、酒） 豆腐の含め煮 豆腐と野菜のみそ煮 （豚ミンチ、豆腐、干ししいたけ、にら）
6 玉ねぎの柔らか煮 （豆腐、人参、玉ねぎ） 13 青梗菜の柔らか煮 （豆腐、玉ねぎ、にんじん）

春雨スープ 新じゃがいものマッシュ 野菜スープ 野菜スープ 中華スープ（とりがら、塩） 玉ねぎの柔らか煮 野菜スープ（昆布） 野菜スープ（昆布）
20 （とりがら、塩） にんじんマッシュ （にら、もやし、にんじん） （にら、もやし、にんじん） 27 にんじんマッシュ （青梗菜、にんじん） （青梗菜、にんじん）

）

野菜スープ（昆布）

）

野菜スープ（昆布）
パン なし なし パン パン なし なし パン

　　　　　＊おやつには、牛乳と旬の果物がつきます。

献　立　（幼児） 献　立　（幼児）

フルーツ寒天

梅しそおにぎり

にんじんクッキー（B.P)

よもぎ蒸しパン（B．P）

そらまめとヨーグルト

じゃがバター（塩）

小倉トースト

じゃがいものおやき

ふきごはんおにぎり
（だし、うすくち、塩）

ごぼうのサクサク揚げ
　　　　　　　チーズ（塩）

おひさま岡町保育園の給食は・・・
❁和食のメニューを中心に

(かつお、昆布、いりこで出汁をとっていま
す）

❁旬の国産の食材を使って
❁薄味を基本に
❁おやつも手作りで

＊こどもたちの発達に合わせて、食材選び、メニューの組み合わせ、切り方、
ゆで加減などを調節しています。
＊食材の搬入状況に合わせて、メニューが変更になる場合もあります。その
際は事前にお知らせします。
＊どの年齢も、みんなでたのしく食べる給食の時間を大切にしています。

７ヶ月頃から、こどもたちの姿に合わせて、朝のおやつ（ハイハイン
１枚程度とお茶）があります。

＜離乳食献立表の見方について＞
＊献立表は、目安です。こどもたち一人一人の発達に合わせたメニューになります。
＊初めて口にする食材（タンパク質、アクの強い食材など）は、必ずお家で一度食べて身体に異常
が表れないことを確認した上で、メニューに取り入れていくことになります。（ノートの食事欄
に記載もしくは、口頭でお伝えください）

＊食材やメニューなどで、何か質問や心配なことがありましたら、担任もしくは給食室にお尋ねく
ださい。




