様式F105

離乳食献立

日付

完了期

2020年07月
後期

虹の丘保育園
中期

初期

えびそうめん 麦茶 ウイン そうめん煮 野菜のやわら そうめん煮 野菜のくたくた くたくたそうめん煮 野菜の
ナーのカラフル野菜炒め か煮
煮
ペースト
01水 グレープフルーツ

御飯 豆腐すまし汁（春菊） 全粥 豆腐すまし汁（春菊） 全粥 野菜スープ カレイ 魚粥 野菜スープ にんじ
ちくわ２色揚げ 切干大根 カレイの煮付け にんじん のあんかけ にんじんの煮 んのペースト
の煮びたし
びたし

02木 の旨煮 りんご

日付

完了期

後期

中期

御飯 みそ汁（ひじき・油揚 全粥 みそ汁 蒸し魚のあ 全粥 野菜スープ（汁のみ
げ） カレイの煮付け じゃ んかけ じゃが芋のソテー 蒸し魚のあんかけ じゃが
芋の煮物
16木 がベーコン えだまめ りん
ご
御飯 お茶・麦茶 ハヤシラ 全粥 ハヤシライス ゆでブ きな粉粥 野菜スープ 野
イス ブロッコリーマヨかけ ロッコリー ミルク
菜のミルク煮

17金 バナナ

初期

つぶし粥 野菜スープ（汁
のみ 白身魚のペースト
じゃが芋にんじんのペース
ト
きな粉粥 野菜スープ 野
菜のミルク煮

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

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
18土 納豆和え みかん缶
え

おにぎり 野菜ジュース125 おにぎり 野菜ジュース125 おにぎり 野菜ジュース125 おにぎり 野菜ジュース125

04土

ご飯 五目みそ汁（大根・あ 鶏ささみと野菜のお粥 五 鶏ささみと野菜のお粥 野 チーズと野菜のお粥 野菜
げ） 豚肉のしょうが焼き
目みそ汁
菜スープ（汁のみ）
スープ（汁のみ）
20月 キャベツの胡麻ネーズ和え
納豆 パイナップル

御飯 五目汁 ほっけの塩 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
焼き ベーコンと野菜のソ の蒸し煮
の蒸し煮
りつぶし煮 野菜のペース
06月 テー バナナ
ト

うなぎ散らし寿司 麩のす そぼろ粥 すまし汁 野菜
まし汁(三つ葉） 三色なま のくたくたに
21火 す メロン

03金

ゆかり御飯 七夕・キラキラ 全粥 七夕・キラキラスープ 全粥 野菜スープ 野菜の つぶし粥 野菜スープ 野
スープ 七夕・ハンバーグ 七夕・メンチ 七夕・マッ
チーズ和え
菜のチーズ和え

シーフードスパゲティー
麦茶 すいか ビーンズサ

07火 七夕・ポテトサラダ すいか シュポテト

22水 ラダ

ソース焼きそば わかめ
煮込みうどん 野菜スープ 煮込みうどん 野菜スープ くたくたうどん ほうじ茶
スープ オレンジ 三色甘
08水 酢和え

24金

御飯 中華スープ 酢豚・ 全粥 中華スープ 肉団子 全粥 野菜スープ 肉団子 チーズ粥 野菜スープ 野
ケチャップ味 レタスとコー と野菜のトマト煮
と野菜のトマト煮
菜のトマト煮
09木 ンの中華和え キウイフ
ルーツ
御飯 カレー・夏野菜 梅ド 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
レッシングサラダ 福神漬 煮
煮
煮

10金 トマト 麦茶

米飯 うずら卵のおぼろ汁 全粥 キャベツのスープ
生揚げのそぼろ煮 ひじき 豆腐のそぼろ煮
11土 とキャベツのサラダ みかん
缶

全粥 キャベツのスープ
豆腐のそぼろ煮

つぶし粥 野菜のつぶし煮
豆腐のすり流し

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
13月 サラダ（いんげん） グレー
ト
プフルーツ
御飯 みそ汁 鮭ときのこ焼 全粥 豆腐みそ汁（あげ） 鮭粥 野菜スープ にんじ
き ほうれん草のナムル 納 鮭ときのこ焼き にんじんの んのグラッセ
グラッセ

14火 豆 ぶどう

冷やし中華 ひじきと大豆 冷やし中華 麦茶 ヨーグ
の炒り煮 麦茶 桃のヨー ルト
15水 グルト

冷やしそうめん ほうじ茶

つぶし粥 野菜スープ 豆
腐とにんじんのペースト

冷やしそうめん ほうじ茶

そぼろ粥 すまし汁 野菜
あんかけ

全粥 ミルク 肉団子入りポ 全粥 野菜スープ（汁の
トフ フルーツ
み） 肉団子入りポトフ

つぶし粥 野菜スープ（汁
のみ） 豆腐と野菜の煮物

つぶし粥 すまし汁 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

スポーツの日

御飯 中華スープ（きくら
げ） マーボー きゅうりと
25土 コーンのサラダ もも缶

全粥 中華スープ（きくら
げ） マーボー

全粥 野菜スープ 豆腐と
ほうれん草の煮浸し

つぶし粥 野菜スープ 豆
腐とほうれん草のペースト

御飯 オクラスープ さばの 全粥 野菜スープ 白身魚 全粥 野菜スープ 白身魚 つぶし粥 野菜スープ 白
照り焼き チンゲン菜の和 と野菜の煮物
と野菜の煮物
身魚と野菜のペースト

27月 え物 フルーチェ

御飯 五目スープ レバー 御飯 五目スープ レバー 御飯 野菜スープ 野菜の チーズ粥 野菜スープ 野
唐揚げ ほうれん草のナム 唐揚げ ほうれん草のナム ペースト
菜のペースト
28火 ル グレープフルーツ
ル
サラダうどん 鶏の唐揚げ
お茶・麦茶 チーズ バナ
29水 ナ
御飯 みそ汁（キャベツ）
たらのさっぱり甘酢ソース

30木 アスパラの和え物 ぶどう

煮込みうどん ミルク

煮込みうどん 野菜スープ くたくたみうどん 野菜スー
プ

全粥 みそ汁（キャベツ）
たらのさっぱり甘酢ソース
粉ふき芋

全粥 野菜スープ たらのと つぶし粥 野菜スープ た
野菜の煮物
らのと野菜のペースト

御飯 カツ丼 豆腐みそ汁 全粥 豆腐みそ汁（わか
（わかめ） せん野菜（キャ め） 野菜くたくた煮
31金 ベツ） トマト

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

