様式F105

離乳食献立

日付

完了期

2019年07月
後期

虹の丘保育園
中期

御飯 野菜スープ 厚切り 御飯野菜スープ 厚切りハ きな粉粥 野菜スープ か
ハムカツ せん野菜（キャ ムカツ せん野菜
ぼちゃとインゲンの煮物
01月 ベツ・人参・きゅうり） トマト

初期

きな粉粥 野菜スープ か
ぼちゃとインゲンの昆布煮

御飯 豆腐のくずあんスー 全粥 豆腐のくずあんスー 全粥 豆腐のくずあんスー つぶし粥 豆腐のくずあん
プ えびのトマトソース煮
プ） 白身魚のトマトソース プ 白身魚のトマトソース煮 スープ 白身魚とトマトの
02火 ポテトサラダ オレンジ
煮 ポテトサラダ
ペースト

03水

カレーライス・シーフード
お茶・麦茶 すいか

全粥 お茶・麦茶 ミルクシ 全粥 野菜スープ（汁の
チュー
み） レバーのミルク煮

チーズ粥 野菜スープ（汁
のみ） 野菜のミルク煮

御飯 みそ汁（もやし） し

全粥 みそ汁 かれいの煮 魚フレーク粥 野菜スープ 魚フレーク粥 野菜スープ
じゃがいもペースト
じゃがいものペースト

04木 しゃも 野菜炒め キウイフ つけ 温野菜
ルーツ

御飯 みそ汁 生揚げの味 御飯 みそ汁 生揚げの味 全粥 野菜スープ 豆腐の つぶし粥 野菜スープ 豆
噌炒め こふきいも みか 噌炒め こふきいも
味噌煮
腐と野菜のペースト

05金 ん缶

御飯 三色丼 豆腐みそ汁 全粥 豆腐みそ汁（わか
（わかめ） たくあん すい め） 野菜くたくた煮
06土 か
御飯 みそ汁 豚肉のしょう そぼろ粥 みそ汁 キャベ
が焼き せん野菜 オレン ツのお浸し

08月 ジ

御飯 なめこ味噌汁 さん
まの塩焼き ひじきと大豆
09火 の炒り煮 もも缶

全粥 豆腐みそ汁（わか
め） 野菜くたくた煮

つぶし粥 豆腐みそ汁（わ
かめ） 野菜くたくた煮

そぼろ粥 野菜スープ（汁 つぶし粥 野菜スープ（汁
のみ） キャベツ煮浸し
のみ） お麩とキャベツ煮
浸し

全粥 なめこ味噌汁 白身 全粥 野菜スープ 白身魚 つぶし粥 野菜スープ 白
魚の塩焼き ひじきと大豆 の野菜あんかけ
身魚と野菜のペースト
の炒り煮

サラダうどん フルーツ お 煮込みうどん 野菜スープ 煮込みうどん 野菜スープ くたくたみうどん 野菜スー
プ

10水 茶・麦茶 チーズ

御飯 牛丼 豆腐みそ汁
（わかめ） 漬物 トマト

全粥 豆腐みそ汁（わか
め） 野菜くたくた煮

御飯 みそ汁 高野豆腐の 全粥 みそ汁 炒り豆腐
煮物 ほうれん草のお浸し
13土 みかん缶

全粥 豆腐みそ汁（わか
め） 野菜くたくた煮

にんじん粥 野菜スープ
白身魚の味噌煮

つぶし粥 豆腐みそ汁（わ
かめ） 野菜くたくた煮

全粥 野菜スープ 炒り豆 つぶし粥 野菜スープ 炒
腐
り豆腐

御飯 豆腐みそ汁（なめこ） 全粥 豆腐みそ汁 鶏肉の 全粥 豆腐みそ汁 じゃが 全粥 みそ汁の上澄み
竜田揚げ せん野菜
芋のそぼろ煮
じゃが芋にんじんのペース
菜 すいか
ト

16火 鶏肉の竜田揚げ せん野

完了期

後期

中期

御飯 お茶・麦茶 ホワイト 全粥 お茶・麦茶 ホワイト 全粥 野菜スープ 鶏レ
シチュー ボイルブロッコ シチュー ボイルブロッコ バーのミルク煮
17水 リー グレープフルーツ
リー

初期

チーズ粥 野菜スープ
じゃが芋とにんじんのペー
スト

御飯 豆腐みそ汁（あげ） 全粥 みそ汁 肉団子と野 全粥 野菜スープ 肉団子 つぶし粥 野菜スープ 豆
豚のしゃぶしゃぶ風和え物 菜の煮物
と野菜の煮物
腐と野菜の煮物
18木 ほうれん草のおかか和え
みかん缶
御飯 みそ汁（生揚げ・大
根） ほっけの塩焼き ベー
19金 コンと野菜のソテー バナ
ナ
御飯 豆腐のくずあんスー
20土 プ 八宝菜 粉ふき芋 トマ
ト

全粥 みそ汁 煮魚 野菜 全粥 みそ汁 煮魚 野菜 つぶし粥 みそ汁 魚のす
の蒸し煮
の蒸し煮
りつぶし煮 野菜のペース
ト

御飯 スープヌードル 鶏
肉かつ せん野菜（キャベ
ミニト
マト
御飯 豆腐みそ汁（あげ）
赤魚の煮つけ ポテトサラ
23火 ダ キウイフルーツ

鮭粥 みそ汁 野菜の煮物 鮭粥 野菜スープ 野菜の チーズ粥 野菜スープ 野
煮物
菜のペースト

22月 ツ・人参・きゅうり）

24水

全粥 豆腐のくずあんスー 全粥 野菜スープ 豆腐の つぶし粥 野菜スープ 豆
プ 八宝菜 粉ふき芋
野菜あんかけ
腐の野菜のペースト

全粥 豆腐みそ汁（あげ）
赤魚の煮付け ポテトサラ
ダ

全粥 野菜スープ 白身魚 つぶし粥 野菜スープ 豆
とじゃが芋の煮物
腐と野菜のペースト

きのこスパゲティ フルーツ 煮込みうどん 野菜スープ 煮込みうどん 野菜スープ くたくたみうどん 野菜スー
お茶・麦茶
プ

御飯 五目スープ 豚レ
バーににんにく風味揚げ
25木 大根サラダ オレンジ
うなぎ散らし寿司 麩のす

全粥 野菜スープ 鶏ひき 全粥 野菜スープ 鶏ひき きなこ粥 野菜と卵のすり
肉ととかぼちゃ和え
肉とかぼちゃのペースト
流し汁 かぼちゃのペース
ト
そぼろ粥 すまし汁 野菜

26金 まし汁(三つ葉） 三色なま のくたくたに

そぼろ粥 すまし汁 野菜
あんかけ

つぶし粥 すまし汁 野菜
のペースト

す メロン

御飯 かき玉汁 鯖の味噌 全粥 すまし汁 鯖の味噌 にんじん粥 野菜スープ
煮 ウインナーと野菜のソ 煮 ビーフンと野菜のソ
白身魚の味噌煮
11木 テー パイン缶
テー

12金

日付

御飯 みそ汁 厚揚げの煮 全粥 みそ汁 豆腐の煮物 全粥 野菜スープ 豆腐と つぶし粥 野菜スープ 豆
物 トマトのサラダ みか
野菜の煮物
腐と野菜のペースト
27土 ん缶
御飯 みそ汁（じゃが芋・ご 野菜粥 みそ汁 カレイの
ぼう） カレイの五目あんか 煮物

29月 け 引き昆布の煮物 フ

ルーチェ
御飯 かき玉汁（みつば）
ちくわ２色揚げ なすのみ
30火 そ炒め トマト
御飯 カレー・夏野菜 せ

全粥 かき玉汁 白身魚の 全粥 すまし汁 白身魚と
磯部揚げ じゃがいもと人 野菜の煮物
参の甘煮

つぶし粥 すまし汁 白身
魚と野菜のペースト

全粥 夏野菜のケチャップ 全粥 夏野菜のケチャップ つぶし粥 夏野菜のつぶし
煮
煮

31水 ん野菜（キャベツ） 福神漬 煮
もも缶 麦茶

魚と野菜のお粥 野菜スー 魚と野菜のお粥 野菜スー
プ
プ

