様式F105

離乳食献立

日付

完了期

2020年12月
後期

御飯 みそ汁（なめこ） さ 全粥 みそ汁（なめこ） さ
ばの竜田揚げ 引き昆布 ばの竜田揚げ 人参の甘
01火 の煮物 バナナ
煮

02水

あんかけ焼そば 中華風 あんかけうどん 中華風
和え物 ほうじ茶 みかん 和え物 ほうじ茶

虹の丘保育園
中期

初期

日付

全粥 野菜スープ 白身魚 青菜粥 野菜スープ 白身
の煮物 人参の甘煮
魚の煮物 人参のペースト

あんかけうどん チンゲン
菜の和え物

くたくたうどん にんじん
チンゲン菜

御飯 オクラスープ えび 全粥 オクラスープ 白身 全粥 豆腐のくずあんスー つぶし粥 豆腐のくずあん
のトマトソース煮 春雨サラ 魚のトマトソース煮 春雨サ プ 白身魚のトマトソース煮 スープ 白身魚とトマトの
ラダ
ペースト

03木 ダ グレープフルーツ

御飯 豚丼（具） みそ汁 御飯 豚丼（具） みそ汁 お粥 野菜あんかけ丼 み つぶし粥 野菜スープ
（大根・人参） せん野菜
（大根・人参） 温野菜
そ汁（大根・人参） 温野菜 キャベツ しらす

04金 （キャベツ） りんご

御飯 みそ汁 豆腐のそ
御飯 みそ汁 豆腐のそ 全粥 野菜スープ 豆腐の つぶし粥 野菜スープ 豆
ぼろみそかけ ほうれん草 ぼろみそかけ ほうれん草 そぼろみそかけ ほうれん 腐 ほうれん草
のナムル
草の煮びたし

05土 のナムル もも缶

ご飯 五目みそ汁（大
根・あげ） 豚肉のしょうが
07月 焼き キャベツの胡麻ネー
ズ和え 納豆 パイナップ
ル
御飯 みそ汁 鮭のちゃん
ちゃん焼き 切干大根と里
08火 芋の旨煮（きぬさや） キウ
イフルーツ

全粥 みそ汁 キャベツの
豚ミンチあんかけ 納豆

青菜粥 野菜スープ キャ 青菜粥 野菜スープ 豆腐
ベツのトマト煮 納豆
トマト

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
切干大根と里芋の旨煮（き にんじんの甘煮
芋 にんじん
ぬさや）

タンメン ほうじ茶 バナナ 煮込みあんかけうどん
チーズ（棒） きゅうりとわか きゅうりとわかめの酢の物
09水 めの酢の物
ほうじ茶 チーズ（棒）

煮込みあんかけうどん
きゅうりもみ ほうじ茶

くたくたうどん ほうじ茶
きゅうり

御飯 野菜スープ 高野豆 全粥 野菜スープ 高野豆 全粥 野菜スープ 炒り豆 つぶし粥 野菜スープ 豆
腐のフワフワに マカロニ 腐のふわふわ煮
腐
腐

10木 サラダ みかん缶

カレーライス・シーフード
全粥 ほうじ茶 ミルクシ
ほうじ茶 コールスローサラ チュー

11金 ダ りんご

全粥 野菜スープ（汁の
み） ミルクシチュー

御飯 豆腐みそ汁（わか
御飯 豆腐みそ汁（わか
きな粉粥 野菜スープ か
め） 厚切りハムカツ せん め） 厚切りハムカツ せん ぼちゃとインゲンの煮物

12土 野菜（キャベツ・人参・きゅ 野菜 南瓜の甘煮

チーズ粥 野菜スープ（汁
のみ） 野菜のミルク煮

きな粉粥 野菜スープ か
ぼちゃ いんげん

うり） 南瓜の甘煮 トマト
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 こまつな
びたし

14月 え ブルーベリーヨーグルト え

ご飯 みそ汁（生揚げ・大 ご飯 みそ汁（生揚げ・大 チーズ粥 野菜スープ た しらす粥 スープ
根） たらの酢豚風 もやし 根） たらの酢豚風 もやし らの酢豚風
ん じゃがいも
15火 とニラの和え物（ハム） キ とニラの和え物（ハム）
ウイフルーツ
ピラフ わかめスープ 鶏の チーズ粥 わかめスープ
唐揚げ ウインナー せん とり肉団子と野菜煮
16水 野菜（キャベツ） グレー
プフルーツ

にんじ

チーズ粥 スープ とり肉団 チーズ粥 スープ 鶏肉の
子と野菜煮
野菜あんかけ

完了期

後期

中期

初期

御飯 なめこ味噌汁 さん
まの塩焼き ひじきと大豆
17木 の炒り煮 りんご

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 大根
の炒り煮

親子丼 みそ汁 えだま
め トマト

全粥 みそ汁 野菜あんか 全粥 野菜スープ 野菜あ つぶし粥 野菜スープ し
け丼
んかけ丼
らす トマト

18金

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 に
噌炒め こふきいも みか 噌炒め こふきいも
味噌煮 マッシュポテト
んじん じゃがいも

19土 ん缶

御飯 みそ汁（なめこ） 全粥 味噌汁 ホッケの塩 全粥 野菜スープ 白身魚 全粥 野菜スープ 白身魚
ほっけの塩焼き 南瓜の甘 焼き 切り干し大根の煮物 と野菜の煮付け
かぼちゃ

21月 煮 トマト

ご飯 みそ汁（かぶ） 生
ご飯 みそ汁（かぶ） 豆 全粥 野菜スープ（汁の
つぶし粥 野菜スープ（汁
揚げのそぼろ煮 ほうれん 腐のそぼろ煮 ほうれん草 み） 豆腐のそぼろ煮 ほう のみ） 豆腐 ほうれん草
とベーコンの炒め物
れん草ソテー
んご

22火 草とベーコンの炒め物 り

スパゲッティー ペペロン スパゲッティー ペペロン 煮込み野菜うどん こまつ
チーノ 豆腐スープ（青菜） チーノ 豆腐スープ（青菜） なともやしの和え物
23水 小松菜ともやしの和え物 小松菜ともやしの和え物
みかん

くたくた野菜うどん

御飯 ポトフ ハンバー
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
グ・チーズイン ポテトサラ 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
24木 ダ ミニトマト
セ
バターロール たまごスー バターロール たまごスー パン粥 野菜スープ ホワ チーズ粥 ミルクスープ ブ
プ（キャベツ） ホワイトシ
プ（キャベツ） ホワイトシ
イトシチュー ブロッコリー ロッコリー キャベツ
25金 チュー ブロッコリーのごま チュー ブロッコリーのごま の煮びたし
酢和え グレープフルーツ 酢和え
御飯 みそ汁（さつま
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
芋・わかめ） カレイの煮つ かめ） カレイの煮つけ 温 の煮つけ 温キャベツ
身魚 キャベツ
キャベツ
テー りんご

26土 け ベーコンと野菜のソ

御飯 かき玉汁（五目）
御飯 かき玉汁（五目）
全粥 野菜スープ すき焼 きな粉粥 野菜スープ か
すき焼き風煮物 春雨サラ すき焼き風煮物 春雨サラ き風煮物
ぼちゃ にんじん
フライまんじゅう ダ

28月 ダ トマト

