様式F105

日付

02月

離乳食献立

2019年12月

完了期

御飯 味噌汁 肉じゃが
小松菜の煮浸し バナナ

後期

ナーサリー にじいろまむ
中期

初期

全粥 味噌汁 肉じゃが こ 全粥 野菜スープ（汁の
つぶし粥 野菜スープ（汁
まつなの煮物
み） じゃがいものそぼろ煮 のみ） じゃがいものペース
ト

日付

完了期

後期

御飯 五目みそ汁（大根・ 全粥 五目みそ汁（大根・ 全粥 野菜スープ 白身魚 つぶし粥 野菜スープ 白
あげ） 鯖の味噌煮 キャベ あげ） 鯖の味噌煮 キャベ の味噌煮 キャベツのお浸 身魚ののあんかけ キャベ
03火 ツの胡麻ネーズ和え グ ツのお浸し
し
ツペースト
レープフルーツ

五目ラーメン、春雨ときゅう 五目ラーメン、ほうじ茶、
りの酢の物、ほうじ茶、チー
18水 ズ、みかん

わかめうどん 切り干し大 煮込みうどん スキムミルク 煮込みうどん スキムミルク くたくたうどん スキムミルク
根の旨煮 ほうじ茶 みか
04水 ん チーズ（棒）

御飯 なめこ味噌汁 さん
まの塩焼き ひじきと大豆
19木 の炒り煮 りんご

御飯 かき玉汁（みつば）
ちくわ２色揚げ なすのみ
05木 そ炒め トマト

御飯 ほうじ茶 ビーフシ 全粥 ビーフシチュー ゆ
チュー ブロッコリーマヨか でブロッコリー ミルク
20金 け バナナ

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

御飯 ほうじ茶 カレーライ 全粥 野菜スープ 鶏のミ
ス・簡単 コールスローサラ ルク煮

06金 ダ バナナ

全粥 野菜スープ 鶏のミ
ルク煮

つぶし粥 すまし汁 白身
魚と野菜のペースト

チーズ粥 野菜スープ 野
菜ののミルク煮

御飯 みそ汁 豆腐のそぼ 全粥 みそ汁 豆腐と野菜 全粥 野菜スープ 豆腐と つぶし粥 野菜スープ 豆
ろみそかけ ほうれん草の の煮物 ほうれん草のあえ 野菜の煮物
腐と野菜のペースト
物

07土 ナムル もも缶

御飯（米粒麦入り） 納豆と 全粥 納豆と豆腐の味噌
豆腐の味噌汁 ほっけの塩 汁 ほっけの塩焼き かぼ
ちゃの煮物
ネーズ りんご

09月 焼き かぼちゃのごまマヨ

全粥 野菜スープ 白身魚 つぶし粥 野菜スープ 白
と豆腐の煮物
身魚と豆腐のペースト

中期

初期

御飯 みそ汁、 豚肉のしょ 全粥 みそ汁 ほうれん草 青菜粥 野菜スープ 豆腐 青菜粥 野菜スープ 豆腐
うが焼き ポテトサラダ トマ の豚ミンチあんかけ
のトマト煮
のトマトのペースト
17火 ト
煮込みうどん

くたくた野菜うどん

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
きな粉粥 野菜スープ 野 きな粉粥 野菜スープ 野
菜のミルク煮
菜のミルク煮

御飯 そうめん汁 生揚げ 御飯 すまし汁 生揚げの 全粥 野菜スープ 豆腐の つぶし粥 野菜スープ 豆
の味噌炒め こふきいも
味噌炒め こふきいも
味噌煮
腐と野菜のペースト

21土 みかん缶

23月

ご飯 豆腐スープ 豚カツ ご飯 豆腐スープ 豚カツ
せん野菜 えだまめ トマト せん野菜

御飯 みそ汁（さつま芋わ
かめ） カレイの煮つけ

全粥 野菜スープ（汁の
み） 豆腐と野菜煮

つぶし粥 野菜スープ（汁
のみ） 豆腐と野菜のペー
スト

全粥 みそ汁（さつま芋わ 全粥 野菜スープ 白身魚 つぶし粥 野菜スープ 白
かめ） カレイの煮つけ 温 の煮つけ
身魚のほぐし煮

24火 ベーコンと野菜のソテー り キャベツ
んご

御飯 豆腐のくずあんスー 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 きゅうりとわか プ 八宝菜 粉ふき芋
野菜あんかけ
腐の野菜のペースト
10火 めの酢の物 粉ふき芋 ト
マト

御飯 野菜スープ ハン
全粥 野菜スープ 煮込み 全粥 野菜スープ 煮込み チーズ粥 野菜スープ 人
バーグ・チーズイン ポテ ハンバーグ ポテトサラダ ハンバーグ 人参のグラッ 参のペースト
トサラダ
ボイルブロッコ
セ
25水
リー ミニトマト

ピラフ わかめスープ 鶏の チーズ粥 スープ とり肉団 チーズ粥 スープ とり肉団 チーズ粥 スープ 野菜の
唐揚げ ウインナー せん 子と野菜煮
子と野菜煮
ミルク煮
11水 野菜（キャベツ） グレー
プフルーツ

御飯 豆腐みそ汁（あげ）
牛肉の柳川風煮物（小松
26木 菜） きゅうりの昆布和え
みかん

御飯 みそ汁 鮭のちゃん 全粥 みそ汁 鮭の塩焼き 鮭粥 野菜スープ 里芋と きな粉粥 野菜スープ 里
ちゃん焼き 切干大根と里 切干大根と里芋の旨煮（き にんじんの甘煮
芋とにんじんのペースト
12木 芋の旨煮（きぬさや） キウ ぬさや）
イフルーツ

御飯 ほうじ茶 ホワイトシ 全粥 お茶・麦茶 ホワイト 全粥 野菜スープ 鶏レ
チュー ボイルブロッコリー シチュー ボイルブロッコ バーのミルク煮
27金 グレープフルーツ
リー

親子丼 豆腐みそ汁（わ
かめ） せん野菜（キャベ

13金 ツ） みかん

全粥 豆腐みそ汁（わか
め） 野菜くたくた煮

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

御飯 みそ汁 高野豆腐の 全粥 みそ汁 炒り豆腐
ふわふわ煮 ほうれん草の

28土 お浸し みかん缶

御飯 みそ汁（大根・あげ） 全粥 みそ汁（大根・あげ） 全粥 野菜スープ 豆腐と つぶし粥 野菜スープ 豆
マーボー豆腐 春雨のマヨ マーボー豆腐 春雨のマヨ 野菜の味噌煮
腐と野菜のペースト
ネーズサラダ

29日

御飯 みそ汁（もやし） お 全粥 みそ汁（もやし） お 全粥 野菜スープ 豆腐と つぶし粥 野菜スープ 豆
でん 小松菜のおかか和 でん 小松菜のおかか和 野菜の煮物 小松菜の煮 腐と野菜のペースト
びたし

30月

14土 ネーズサラダ パイン缶

16月 え ブルーベリーヨーグルト え

全粥 豆腐みそ汁（あげ）
牛肉の柳川風煮物（小松
菜） きゅうりの昆布和え

全粥 野菜スープ 豆腐と 全粥 野菜スープ 豆腐と
野菜の煮物
野菜の煮物

チーズ粥 野菜スープ
じゃが芋とにんじんのペー
スト

全粥 野菜スープ 炒り豆 つぶし粥 野菜スープ 炒
腐
り豆腐

12月29日～1月3日まで 年末年始の休園日

