
離乳後期（生後９～11か月） 離乳後期（生後９～11か月） 主な食材 調味料

カミカミ期（午前） カミカミ期（午後）

北海味噌うどん ごはんの味噌おやき 牛乳・バナナ・ルビーグレープフルーツ・干しうどん 鉄強化味噌・醤油

ブロッコリーおかか和え スープ（人参） ホタテ・豚肉・キャベツ・玉葱・もやし・人参・長葱 サラダ油

ルビーグレープフルーツ 豚肉玉葱煮 ホールコーン・にんにく・生姜・ブロッコリー・削りかつお （だし用）鶏ガラ・豚骨

バナナ 精白米・小松菜・しらす干し 　　　　昆布

軟飯・りんご 雑炊（ほっけ・小松菜） 牛乳・オレンジ・りんご・精白米・木綿豆腐・大根 鉄強化味噌・醤油

味噌汁（豆腐・大根） 豆腐大根煮 ほっけ・小麦粉・パン粉・小松菜・のり 塩・サラダ油

ほっけフライ湯通し オレンジ

小松菜のり和え

バターロール・バナナ バターロール 牛乳・グレープフルーツ・バナナ・ロールパン サラダ油・塩

ほうれん草ポタージュ 麦茶 ほうれん草・さつま芋・玉葱・Ca鉄入り牛乳 中濃ソース・醤油

鶏肉のソース焼き チーズ 無調整豆乳・バター・鶏肉・大根・ホールコーン ケチャップ

大根とコーンのソテー グレープフルーツ 麦茶・チーズ

軟飯・オレンジ 軟飯 牛乳・りんご・オレンジ・精白米・大根・生揚げ 鉄強化味噌・みりん

味噌汁（大根・生揚げ） すまし汁（ほうれん草） さば・生姜・ほうれん草・しめじ 酒・醤油

さば照り焼き 大根生揚げ煮

ほうれん草しめじ和え りんご

軟飯・バナナ 軟飯 牛乳・グレープフルーツ・バナナ・精白米 鉄強化味噌・醤油

味噌汁（南瓜・玉葱） すまし汁（ほうれん草） 南瓜・玉葱・鶏肉・生姜・にんにく・もやし 酢・ごま油

鶏肉のさっぱり煮 鶏肉人参玉葱あんかけ煮 ほうれん草・人参・片栗粉

もやしのナムル グレープフルーツ

軟飯・メロン 軟飯 牛乳・オレンジ・メロン・精白米・麦茶 酒・サラダ油・塩

麦茶 スープ（玉葱） 豚挽肉・玉葱・人参・大豆水煮・ピーマン・セロリー 中濃ソース

ドライカレー（カレー粉抜き） 豚挽肉人参ピーマン炒め レーズン・生姜・にんにく・小麦粉・カットトマト缶 ケチャップ・醤油

胡瓜ツナ和え オレンジ

麦茶 軟飯 牛乳・りんご・パイン・麦茶・スパゲティ・無調整豆乳 サラダ油・ケチャップ

ミートソーススパゲッティ スープ（人参） 豚挽肉・大豆水煮・玉葱・人参・にんにく・小麦粉・バター中濃ソース・醤油

小松菜コーン和え 豚挽肉小松菜玉葱煮 カットトマト缶・パセリ・小松菜・ホールコーン・精白米 塩

パイン りんご

軟飯・ルビーグレープフルーツ トースト 牛乳・バナナ・ルビーグレープフルーツ・精白米 鉄強化味噌・醤油

味噌汁（キャベツ・人参） スープ（小松菜） キャベツ・人参・鶏肉・生姜・片栗粉・小松菜 酒・サラダ油・塩

鶏肉のから揚げ湯通し 鶏肉キャベツ人参煮 しらす干し・食パン

小松菜しらす和え バナナ

軟飯・りんご バターロール 牛乳・グレープフルーツ・りんご・精白米・白菜・麩 鉄強化味噌・砂糖

味噌汁（白菜・麩） 麦茶 豚肉・キャベツ・人参・ピーマン・木綿豆腐・大根 醤油・酒・サラダ油

豆腐チャンプルー チーズ 生姜・ロールパン・麦茶・チーズ ごま油

大根生姜和え グレープフルーツ

軟飯・メロン 軟飯 牛乳・オレンジ・メロン・精白米・無調整豆乳 鉄強化味噌・醤油

豆乳味噌汁（じゃが芋・人参） すまし汁（キャベツ） じゃが芋・人参・豚肉・にんにく・長葱・キャベツ みりん・酒・ごま油

豚肉の香味焼き 豚肉じゃが芋人参煮 きゅうり 砂糖・酢

キャベツと胡瓜の甘酢和え オレンジ

軟飯・りんご 軟飯 牛乳・パイン・りんご・精白米 鉄強化味噌・醤油

味噌汁（小松菜・玉葱） すまし汁（さつま芋） 小松菜・玉葱・鮭・春雨・きゅうり・もやし マヨネーズ・酢・砂糖

鮭の味噌マヨネーズ焼き 鮭小松菜玉葱煮 ホールコーン・さつま芋 ごま油

春雨サラダ パイン

軟飯・スイカ 軟飯 牛乳・グレープフルーツ・スイカ・精白米 鉄強化味噌・醤油

味噌汁（小松菜・舞茸） スープ（玉葱） 小松菜・舞茸・焼き豆腐・ほしひじき・玉葱・豚挽肉 サラダ油・砂糖・塩

豆腐ナゲット湯通し 豚挽肉小松菜人参煮 片栗粉・パン粉・人参 醤油・ケチャップ

人参の含め煮 グレープフルーツ

北海味噌うどん ごはんの味噌おやき 牛乳・バナナ・ルビーグレープフルーツ・干しうどん 鉄強化味噌・醤油

ブロッコリーおかか和え スープ（人参） ホタテ・豚肉・キャベツ・玉葱・もやし・人参・長葱 サラダ油

ルビーグレープフルーツ 豚肉玉葱煮 ホールコーン・にんにく・生姜・ブロッコリー・削りかつお （だし用）鶏ガラ・豚骨

バナナ 精白米・小松菜・しらす干し 　　　　昆布
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令和3年7月 離乳食後期こんだて

令和3年6月21日(月） まことさつなえ保育園
献立は、都合により変更することがあります。

だし汁には、煮干し・かつお節・昆布・鶏ガラ・豚骨など、料理に合わせて使用します。



離乳後期（生後９～11か月） 離乳後期（生後９～11か月） 主な食材 調味料

カミカミ期（午前） カミカミ期（午後）

軟飯・りんご 雑炊（ほっけ・小松菜） 牛乳・オレンジ・りんご・精白米・木綿豆腐・大根 鉄強化味噌・醤油

味噌汁（豆腐・大根） 豆腐大根煮 ほっけ・小麦粉・パン粉・小松菜・のり 塩・サラダ油

ほっけフライ湯通し オレンジ

小松菜のり和え

バターロール・バナナ バターロール 牛乳・グレープフルーツ・バナナ・ロールパン サラダ油・塩

ほうれん草ポタージュ 麦茶 ほうれん草・さつま芋・玉葱・Ca鉄入り牛乳 中濃ソース・醤油

鶏肉のソース焼き チーズ 無調整豆乳・バター・鶏肉・大根・ホールコーン ケチャップ

大根とコーンのソテー グレープフルーツ 麦茶・チーズ

軟飯・オレンジ 軟飯 牛乳・りんご・オレンジ・精白米・大根・生揚げ 鉄強化味噌・みりん

味噌汁（大根・生揚げ） すまし汁（ほうれん草） さば・生姜・ほうれん草・しめじ 酒・醤油

さば照り焼き 大根生揚げ煮

ほうれん草しめじ和え りんご

軟飯・バナナ 軟飯 牛乳・グレープフルーツ・バナナ・精白米 鉄強化味噌・醤油

味噌汁（南瓜・玉葱） すまし汁（ほうれん草） 南瓜・玉葱・鶏肉・生姜・にんにく・もやし 酢・砂糖・ごま油

鶏肉のさっぱり煮 鶏肉人参玉葱あんかけ煮 ほうれん草・人参・片栗粉

もやしのナムル グレープフルーツ

軟飯・メロン 軟飯 牛乳・オレンジ・メロン・精白米・麦茶 酒・サラダ油・塩

麦茶 スープ（玉葱） 豚挽肉・玉葱・人参・大豆水煮・ピーマン・セロリー 中濃ソース

ドライカレー（カレー粉抜き） 豚挽肉人参ピーマン炒め レーズン・生姜・にんにく・小麦粉・カットトマト缶 ケチャップ・醤油

胡瓜ツナ和え オレンジ きゅうり・ツナ缶 砂糖

五目うどん バターロール 牛乳・りんご・ルビーグレープフルーツ・干しうどん 醤油・みりん・酒

青のりポテト 麦茶 鶏肉・油揚げ・人参・玉葱・干椎茸・じゃが芋 砂糖・塩

ルビーグレープフルーツ チーズ 青のり・ロールパン・麦茶・チーズ （だし用）かつお節・昆布

りんご

軟飯・メロン 軟飯 牛乳・オレンジ・メロン・精白米・無調整豆乳 鉄強化味噌・醤油

豆乳味噌汁（じゃが芋・人参） すまし汁（キャベツ） じゃが芋・人参・豚肉・にんにく・長葱・キャベツ みりん・酒・ごま油

豚肉の香味焼き 豚肉じゃが芋人参煮 きゅうり 砂糖・酢

キャベツと胡瓜の甘酢和え オレンジ

軟飯・りんご 軟飯 牛乳・パイン・りんご・精白米 鉄強化味噌・醤油

味噌汁（小松菜・玉葱） すまし汁（さつま芋） 小松菜・玉葱・鮭・春雨・きゅうり・もやし マヨネーズ・酢・砂糖

鮭の味噌マヨネーズ焼き 鮭小松菜玉葱煮 ホールコーン・さつま芋 ごま油

春雨サラダ パイン

軟飯・スイカ 軟飯 牛乳・グレープフルーツ・スイカ・精白米 鉄強化味噌・醤油

味噌汁（小松菜・舞茸） スープ（玉葱） 小松菜・舞茸・焼き豆腐・ほしひじき・玉葱・豚挽肉 サラダ油・砂糖・塩

豆腐ナゲット湯通し 豚挽肉小松菜人参煮 片栗粉・パン粉・人参 醤油・ケチャップ

人参の含め煮 グレープフルーツ

麦茶 軟飯 牛乳・りんご・パイン・麦茶・スパゲティ・無調整豆乳 サラダ油・ケチャップ

ミートソーススパゲッティ スープ（人参） 豚挽肉・大豆水煮・玉葱・人参・にんにく 中濃ソース・醤油

小松菜コーン和え 豚挽肉小松菜玉葱煮 カットトマト缶・パセリ・小松菜・ホールコーン・精白米 塩

パイン りんご

軟飯・ルビーグレープフルーツ トースト 牛乳・バナナ・ルビーグレープフルーツ・精白米 鉄強化味噌・醤油

味噌汁（キャベツ・人参） スープ（小松菜） キャベツ・人参・鶏肉・生姜・片栗粉・小松菜 酒・サラダ油・塩

鶏肉のから揚げ湯通し 鶏肉キャベツ人参煮 しらす干し

小松菜しらす和え バナナ

軟飯・りんご バターロール 牛乳・グレープフルーツ・りんご・精白米・白菜・麩 鉄強化味噌・砂糖

味噌汁（白菜・麩） 麦茶 豚肉・キャベツ・人参・ピーマン・木綿豆腐・大根 醤油・酒・サラダ油

豆腐チャンプルー チーズ 生姜・ロールパン・麦茶・チーズ ごま油

大根生姜和え グレープフルーツ
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