様式F105

離乳食献立

日付

完了期
おにぎり 野菜ジュース

2020年02月
後期
おにぎり 野菜ジュース

虹の丘保育園
中期
おにぎり 野菜ジュース

初期
おにぎり 野菜ジュース

01土
御飯 のっぺい汁（鶏肉） 全粥 のっぺい汁（鶏肉） 鮭粥 野菜スープ 里芋の 鮭粥 野菜スープ 里芋の
ほっけの塩焼き なすの味 ほっけの塩焼き ボイル野 煮物
ペースト
03月 噌煮 納豆 パイナップル 菜

御飯 みそ汁（もやし） 豚 全粥 みそ汁（もやし） 豚
かつ キャベツのツナサラ かつ キャベツの煮浸し
04火 ダ れんこんのきんぴら バ
ナナ

全粥 味噌汁上澄み 野菜 きな粉粥 味噌汁上澄み
の煮浸し
野菜のペースト

五目焼豚ラーメン しゅうま 煮込みうどん スープ
い ほうれん草のナムル ち
05水 くわの磯辺揚げ みかん

煮込みうどん ほうじ茶

日付

完了期

後期

中期

初期

御飯 野菜スープ（キャベ 全粥 野菜スープ（キャベ 全粥 野菜スープ 白身魚 つぶし粥 野菜スープ 白
ツ） えびフライ マカロニサ ツ） えびフライ マカロニサ の煮物 キャベツの煮浸し 身魚とキャベツのペースト
17月 ラダ せん野菜 枝豆 ミニ ラダ
トマト
御飯 しじみ汁 肉じゃが
（豚肉） ほうれん草ともや
18火 しのナムル みかん

全粥 野菜スープ 肉じゃ 全粥 野菜スープ じゃが
が（豚肉） ほうれん草のお いもと野菜の煮物
浸し

ミートスパゲティー ツナの 全粥 ミルク 肉団子入りポ 全粥 野菜スープ（汁の
卵とじ ほうじ茶 バナナ
トフ
み） 肉団子入りポトフ

つぶし粥 野菜スープ
じゃがいもと野菜のペース
ト

チーズミルク粥 野菜スー
プ（汁のみ） 野菜の煮物

19水
くたくたうどん ほうじ茶

御飯 豆腐みそ汁（なめこ） 全粥 豆腐みそ汁（なめこ） 全粥 野菜スープ 白身魚 青菜粥 野菜スープ 白身
さばの竜田揚げ 引き昆布 さばの竜田揚げ 人参の甘 の煮物 人参の甘煮
魚の煮物 人参のペースト
20木 の煮物 納豆 グレープフ 煮
ルーツ

御飯 納豆汁 カレイの煮 全粥 みそ汁 蒸し魚のあ 全粥 野菜スープ 蒸し魚 つぶし粥 野菜スープ 白
付け きんぴらごぼう えだ んかけ じゃが芋のソテー のあんかけ じゃが芋の煮 身魚のペースト じゃが芋
物
にんじんのペースト
06木 まめ りんご

御飯 きのこのシチュー フ 全粥 シチュー（鶏肉） ボ 全粥 野菜スープ クリーム チーズ粥 野菜スープ 野
ライドポテト ボイルブロッコ イルブロッコリー ほうじ茶 シチュー（鶏肉）
菜のペースト
21金 リー ほうじ茶 りんご

ゆかり御飯 わかめスープ 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
鶏の唐揚げ ウインナー
子と野菜煮
子と野菜煮
ミルク煮
07金 せん野菜（キャベツ） パス
タのバター炒め グレープ
フルーツ

ご飯 みそ汁 凍り豆腐の 全粥 みそ汁 凍り豆腐の 全粥 野菜スープ（汁の
ふわふわ煮 ほうれん草の 煮物 ほうれん草の納豆和 み） 豆腐と野菜の煮物
え
22土 納豆和え みかん缶

御飯 ワンタンスープ 麻婆 全粥 ワンタンスープ 麻婆 全粥 野菜スープ 豆腐の つぶし粥 野菜スープ 豆
豆腐 粉ふき芋 みかん缶 豆腐 粉ふき芋
煮物 マッシュポテト
腐のペースト じゃが芋の
ペースト
08土

24月

つぶし粥 野菜スープ（汁
のみ） 豆腐と野菜の煮物

振替休日

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
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
10月 芋の旨煮（きぬさや） 納豆 ぬさや）
キウイフルーツ

きな粉粥 野菜スープ 里
芋とにんじんのペースト

御飯 豆腐みそ汁（あげ）
たらのトマト煮 じゃがいも
25火 炒め グレープフルーツ

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
でん 小松菜のおかか和え でん 小松菜のおかか和え 野菜の煮物 小松菜の煮
びたし
13木 ブルーベリーヨーグルト

つぶし粥 野菜スープ 豆
腐と野菜のペースト

御飯 みそ汁（わかめ・もや 全粥 みそ汁（わかめ・もや 芋粥 野菜スープ 炒り豆
し） 揚げだし豆腐（みぞれ し） 揚げだし豆腐（みぞれ 腐
27木 煮） さつま芋の甘煮 納豆 煮） さつま芋の甘煮
りんご

芋粥 野菜スープ 豆腐と
野菜のペースト

御飯 ほうじ茶 カツカレー 全粥 野菜スープ 鶏のミ
コールスローサラダ ミニト ルク煮
14金 マト

チーズ粥 野菜スープ 野
菜ののミルク煮

親子丼 豆腐みそ汁（わ
かめ） せん野菜（キャベ
28金 ツ） 枝豆 トマト

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 鶏のミ
ルク煮

御飯 わかめ汁 高野豆腐 全粥 わかめ汁 豆腐
青菜粥 野菜スープ（汁の 青菜粥 野菜スープ（汁の
入り五目煮 きゅうりの昆布 チャンプルー きゅうりの昆 み） いり豆腐
み） いり豆腐
布和え
15土 和え みかん缶

全粥 豆腐みそ汁（あげ） 全粥 野菜スープ 魚とはく つぶし粥 野菜スープ 魚
魚とはくさいの煮物 じゃが さいやわらか煮
とはくさいのペースト
いもペースト

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

御飯 みそ汁（かぼちゃ） 全粥 みそ汁（かぼちゃ） 全粥 野菜スープ
豆腐のおとし揚げ ひじきと 豆腐のおとし揚げ ひじきと の野菜あんかけ
29土 大豆の炒り煮 みかん缶 大豆の炒り煮

豆腐

つぶし粥 野菜スープ
豆腐の野菜のペースト

