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かゆ かゆ かゆペースト
鶏肉と玉ねぎのとろとろ煮 鶏肉と玉ねぎのとろとろ煮 玉ねぎペースト
さつま芋と人参のサラダ さつま芋と人参のサラダ さつま芋・人参ペースト
スープ スープ
かゆ かゆ かゆペースト
鶏肉と小松菜のくたくた煮 鶏肉と小松菜のくたくた煮 小松菜・玉ねぎペースト
人参と大豆のだし煮 人参のだし煮 人参ペースト

鶏肉のおろしくたくたうどん 鶏肉のおろしくたくたうどん うどんペースト
さつま芋のマッシュ さつま芋のマッシュ 大根ペースト
フルーツ（オレンジ） フルーツ（オレンジ） さつま芋ペースト

かゆ かゆ かゆペースト
鶏肉と玉ねぎのトロトロ煮 鶏肉と玉ねぎのトロトロ煮 玉ねぎペースト
かぼちゃサラダ かぼちゃサラダ かぼちゃペースト
スープ スープ 豆腐ペースト
かゆ かゆ かゆペースト
助宗タラとほうれん草のくたくた煮 助宗タラとほうれん草のくたくた煮 ほうれん草・人参ペースト
みそ汁 みそ汁 大根ペースト
フルーツ（バナナ） フルーツ（バナナ） バナナペースト
かゆ かゆ かゆペースト
鶏肉とワカメのやわらか煮 鶏肉とワカメのやわらか煮 さつま芋ペースト
さつま芋サラダ さつま芋サラダ 人参ペースト
ヨーグルト ヨーグルト
かゆ かゆ かゆペースト
白糸タラとじゃが芋のほっこり煮 白糸タラとじゃが芋のほっこり煮 じゃが芋ペースト
キャベツと人参のサラダ キャベツと人参のサラダ キャベツ・人参ペースト
すまし汁・フルーツ（オレンジ） すまし汁・フルーツ（オレンジ）
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鶏肉とじゃが芋のほくほく煮 鶏肉とじゃが芋のほくほく煮 玉ねぎ・じゃが芋ペースト
ブロッコリーサラダ ブロッコリーのサラダ ブロッコリーペースト
フルーツ（梨） フルーツ（梨） 梨ペースト
かゆ かゆ かゆペースト
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中期（7～8ヶ月） 初期（5～6ヶ月）

初期（5～6ヶ月）中期（7～8ヶ月）後期（9～11ヶ月）

1 木

離
乳
食

曜
日

離
乳
食

おかゆ・鶏肉・玉ねぎ・出し汁・砂
糖・醤油・さつま芋・人参・白菜・ワ
カメ

曜
日

後期（9～11ヶ月）

2 金

おかゆ・鶏肉・小松菜・玉ねぎ・出
し汁・砂糖・醤油・人参・大豆

19 月

5 月

20 火

うどん・鶏肉・大根・きゅうり・出し
汁・醤油・砂糖・さつま芋・オレン
ジ

6 火

21 水

7 水

22 木

おかゆ・鶏肉・玉ねぎ・人参・出し
汁・砂糖・醤油・かぼちゃ・豆腐

おかゆ・スケソウタラ・ほうれん草・
人参・出し汁・砂糖・醤油・大根・
味噌・バナナ

おかゆ・じゃが芋・キャベツ・
人参

8 木

23 金

9 金

おかゆ・鶏肉・人参・ワカメ・出し
汁・砂糖・醤油・さつま芋・きゅうり・
ヨーグルト

おかゆ・シロイトタラ・じゃが芋・出
し汁・砂糖・醤油・キャベツ・人参・
玉ねぎ・花ふ・オレンジ

26

27 火

28 水

29 木

30 金

おかゆ・鶏肉・玉ねぎ・出し汁・砂
糖・醤油・さつま芋・人参・白菜・ワ
カメ

おかゆ・鶏肉・小松菜・玉ねぎ・出
し汁・砂糖・醤油・人参

うどん・鶏肉・大根・きゅうり・出し
汁・醤油・砂糖・さつま芋・オレン
ジ

おかゆ・鶏肉・玉ねぎ・出し汁・砂
糖・醤油・かぼちゃ・豆腐

おかゆ・スケソウタラ・ほうれん草・
人参・出し汁・砂糖・醤油・大根・
味噌・バナナ

おかゆ・鶏肉・人参・ワカメ・出し
汁・砂糖・醤油・さつま芋・ヨーグ
ルト

おかゆ・シロイトタラ・じゃが芋・出
し汁・砂糖・醤油・キャベツ・人参・
玉ねぎ・オレンジ

おかゆ・玉ねぎ・さつま芋・人
参

おかゆ・シロイトタラ・じゃが芋・出
し汁・砂糖・醤油・キャベツ・人参・
玉ねぎ・花ふ・バナナ

おかゆ・小松菜・玉ねぎ・人参

うどん・大根・さつま芋

おかゆ・玉ねぎ・かぼちゃ・豆
腐

おかゆ・ほうれん草・人参・大
根・バナナ

おかゆ・さつま芋・人参

月

うどん・鶏肉・人参・出し汁・醤油・
砂糖・じゃが芋

おかゆ・鶏肉・チンゲン菜・人参・
出し汁・砂糖・醤油・かぼちゃ・
きゅうり

おかゆ・スケソウタラ・ほうれん草・
人参・出し汁・砂糖・醤油・大根・
味噌・梨

おかゆ・鶏肉・人参・ワカメ・出し
汁・砂糖・醤油・さつま芋・ヨーグ
ルト

うどん・鶏肉・人参・出し汁・醤油・
砂糖・じゃが芋

おかゆ・鶏肉・チンゲン菜・人参・
出し汁・砂糖・醤油・かぼちゃ・
きゅうり

おかゆ・スケソウタラ・ほうれん草・
人参・出し汁・砂糖・醤油・大根・
味噌・梨

おかゆ・鶏肉・人参・ワカメ・出し
汁・砂糖・醤油・さつま芋・きゅうり・
ヨーグルト

おかゆ・鶏肉・小松菜・玉ねぎ・出
し汁・砂糖・醤油・人参

おかゆ・スケソウタラ・キャベツ・玉
ねぎ・人参・出し汁・砂糖・醤油・ワ
カメ

おかゆ・鶏肉・じゃが芋・玉ねぎ・
出し汁・砂糖・醤油・ブロッコリー・
梨

おかゆ・スケソウタラ・小松菜・出し
汁・砂糖・醤油・大根・人参・花
ふ・味噌・バナナ

おかゆ・鶏肉・玉ねぎ・出し汁・砂
糖・醤油・さつま芋・人参・白菜・ワ
カメ

おかゆ・鶏肉・小松菜・玉ねぎ・出
し汁・砂糖・醤油・人参・大豆

おかゆ・シロイトタラ・じゃが芋・出
し汁・砂糖・醤油・キャベツ・人参・
玉ねぎ・バナナ

おかゆ・スケソウタラ・キャベツ・玉
ねぎ・人参・出し汁・砂糖・醤油・ワ
カメ

おかゆ・鶏肉・じゃが芋・玉ねぎ・
出し汁・砂糖・醤油・ブロッコリー・
梨

おかゆ・スケソウタラ・小松菜・出し
汁・砂糖・醤油・大根・人参・バナ
ナ

おかゆ・鶏肉・玉ねぎ・出し汁・砂
糖・醤油・さつま芋・人参・白菜・ワ
カメ

おかゆ・玉ねぎ・人参・キャベツ

おかゆ・玉ねぎ・じゃが芋・ブロッ
コリー・梨

おかゆ・小松菜・人参・バナナ

おかゆ・玉ねぎ・さつま芋・人参

おかゆ・小松菜・玉ねぎ・人参

うどん・人参・じゃが芋

おかゆ・チンゲン菜・かぼちゃ

おかゆ・ほうれん草・人参・大根・
梨

おかゆ・人参・さつま芋

おかゆ・じゃが芋・キャベツ・人
参・バナナ


