様式F105

離乳食献立

日付

完了期

御飯 ほうじ茶 ビーフシ
チュー 大根サラダ バナ
01金 ナ

2020年05月
後期

全粥 ビーフシチュー ゆ
でブロッコリー ミルク

虹の丘保育園
中期

初期

きな粉粥 野菜スープ 野
菜のミルク煮

きな粉粥 野菜スープ 野
菜のミルク煮

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
ろみそかけ ほうれん草の の煮物
野菜の煮物

つぶし粥 野菜スープ 豆
腐と野菜のペースト

02土 ナムル もも缶

日付

完了期

後期

サラダうどん ほうれん草の 煮込みうどん ミルク
ナムル お茶・麦茶 チー

20水 ズ バナナ

御飯 みそ汁 鮭の香草揚 鮭粥 みそ汁 じゃがいも
げ じゃがいも炒め グレー 炒め
21木 プフルーツ

豚丼 豆腐みそ汁（わか
め） せん野菜（キャベツ）
08金 りんご

ご飯 カレー 福神漬 温
野菜（ブロッコリー・キャベ
22金 ツ） ほうじ茶 オレンジ

全粥 豆腐みそ汁（わか
め） 野菜くたくた煮

煮込みうどん 野菜スープ くたくたみうどん 野菜スー
プ

鮭粥 野菜スープ 野菜の 鮭るレーク粥 野菜スープ
ミルク煮
野菜のミルク煮

全粥 お茶・麦茶 ミルクシ 全粥 野菜スープ（汁の
チュー オレンジ
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 味噌汁 厚揚げのケ 全粥 澄まし汁 厚揚げの 全粥 野菜スープ 豆腐の つぶし粥 野菜スープ 豆
チャップ煮 ほうれん草と白 ケチャップ煮 ほうれん草 野菜あんかけ
腐の野菜ペースト
09土 菜のお浸し みかん缶
の和え物

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
23土 納豆和え みかん缶
え

つぶし粥 野菜スープ（汁
のみ） 豆腐と野菜の煮物

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
11月 噌煮 納豆 パイナップル 菜

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
鶏肉の竜田揚げ トマトの 竜田揚げ トマトのサラダ 芋のそぼろ煮
じゃが芋にんじんのペース
25月 サラダ（いんげん） パイ
ト
ナップル

御飯 かき玉汁（ねぎ） ニ 全粥 すまし汁 ニラレバ炒 全粥 野菜スープ 鶏肉と
ラレバ炒め 南瓜の甘煮
め 南瓜の甘煮
野菜煮 南瓜のミルク煮

12火 グレープフルーツ

タンメン ほうじ茶 りんご 煮込みうどん ほうじ茶
チーズ（棒） きゅうりとわか チーズ（棒）
13水 めの酢の物

つぶし粥 野菜スープ 鶏
肉とかぼちゃのペースト

御飯 豆腐みそ汁（あげ）
赤魚の煮つけ ポテトサラ

26火 ダ オレンジ

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

くたくたうどん ほうじ茶

冷やし中華 切り干し大根 冷やし中華 麦茶 ヨーグ
と里芋の煮物 麦茶 桃 ルト
27水 のヨーグルト

御飯 豆腐みそ汁（あげ） 全粥 豆腐の味噌汁 たら 全粥 野菜スープ（汁の
さばとごぼうの煮つけ ビー のトマト煮 ビーフンと野菜 み） たらのトマト煮
14木 フンと野菜のソテー トマト のソテー

つぶし粥 野菜スープ（汁
のみ） たらのトマト煮

ご飯 みそ汁 たらフライ
にんじん粥 みそ汁 鮭の たら粥 野菜スープ（汁の
ごぼうきんぴら スイートポ ソテー さつま芋の甘煮
み） さつま芋の甘煮
28木 テトサラダ キウイフルーツ

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 カリフラワーとたま シチュー ボイルブロッコ バーのミルク煮
15金 ごのサラダ バナナ
リー

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 みそ汁 厚揚げと
全粥 みそ汁 豆腐の煮物 全粥 野菜スープ 豆腐と
じゃがいものそぼろ煮 トマ
野菜の煮物
16土 トのサラダ みかん缶

つぶし粥 野菜スープ 豆
腐と野菜のペースト

御飯 なめこ味噌汁 さん
まの塩焼き ひじきと大豆
18月 の炒り煮 納豆 りんご

煮込みうどん ほうじ茶

つぶし粥 豆腐みそ汁（わ
かめ） 野菜くたくた煮

初期

ちらし寿司 わかめスープ 全粥 わかめスープ たら 全粥 野菜スープ（汁の
きな粉粥 野菜スープ（汁
ちくわの磯辺揚げ きゅうり の煮つけ きゅうりの塩もみ み） 白身魚の煮つけ じゃ のみ） じゃが芋のミルク煮
19火 の昆布和え フルーツヨー
が芋のミルク煮
グルト

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
07木 まめ トマト
全粥 豆腐みそ汁（わか
め） 野菜くたくた煮

中期

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

29金

冷やしそうめん ほうじ茶

冷やしそうめん ほうじ茶

きな粉粥 野菜スープ（汁
のみ） 大根とにんじんの
昆布煮

親子丼 みそ汁 せん野 全粥 みそ汁 野菜くたくた 全粥 みそ汁 野菜くたくた つぶし粥 豆腐みそ汁（わ
菜（キャベツ） 枝豆 トマト 煮
煮
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
30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

