様式F105

離乳食献立

日付

完了期

2021年04月
後期

御飯 かき玉汁 鯖の味噌 全粥 かきたま汁 鯖の味
煮 ウインナーと野菜のソ 噌煮 野菜のソテー
01木 テー バナナ

虹の丘保育園
中期

初期

日付

全粥 野菜スープ 白身魚 つぶし粥 野菜スープ た
の味噌煮
ら にんじん

完了期

後期

中期

初期

御飯 ほうじ茶 クリームシ 軟飯 ほうじ茶 クリームシ 軟飯 ほうじ茶 クリームシ つぶし粥 野菜スープ ほ
チュー（鶏肉） ボイルブ
チュー（鶏肉） ボイルブ
チュー（鶏肉） ボイルブ
うれん草 にんじん
16金 ロッコリー トマト
ロッコリー
ロッコリー

飯 牛丼 みそ汁（もやし） 飯 牛丼 みそ汁（もやし） お粥 野菜あんかけ丼
ポパイサラダ（人参・かまぼ ポパイサラダ（人参・かまぼ みそ汁（もやし） ポパイサ
02金 こ） りんご
こ）
ラダ（人参・かまぼこ）

つぶし粥 野菜スープ ほ
うれん草 にんじん

ご飯 みそ汁（しじみ） 豆 軟飯 みそ汁（しじみ） 豆 ぜんかゆ みそ汁 豆腐
腐のそぼろみそかけ もや 腐のそぼろみそかけ もや のそぼろみそかけ
17土 しの彩り和え もも缶
しの彩り和え

ご飯 みそ汁（キャベツ）
生揚げの中華五目煮 か
03土 ぼちゃのグラッセ もも缶

つぶし粥粥 スープ（汁の
み） 豆腐 かぼちゃ

御飯 わかめ汁 豚肉の
全粥 わかめ汁 豚肉の
全粥 野菜スープ 大根の つぶし粥 野菜スープ 大
しょうが焼き だいこんサラ しょうが焼き だいこんサラ そぼろあんかけ
根 にんじん
19月 ダ キウイフルーツ
ダ

つぶし粥 野菜スープ
大根 ほうれん草

御飯 みそ汁（キャベツ）
たらのさっぱり甘酢ソース
20火 アスパラの和え物 もも缶

ご飯 みそ汁（キャベツ）
生揚げの中華五目煮 か
ぼちゃのグラッセ

ご飯 野菜スープ 豆腐
の五目煮

御飯 みそ汁 筑前煮 ほ 御飯 みそ汁 筑前煮 ほ お粥 野菜スープ 筑前
うれん草とえのき茸のお浸 うれん草とえのき茸のお浸 煮 ほうれん草のお浸し
05月 し トマト
し
御飯 みそ汁 赤魚の煮
つけ マカロニサラダ グ
06火 レープフルーツ

御飯 みそ汁 赤魚の煮
つけ マカロニサラダ

タンメン きゅうりとわかめ 煮込みうどん きゅうりとわ
の酢の物（かにかま） ほう かめの酢の物 ほうじ茶

07水 じ茶 オレンジ

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 ほうれん草

煮込みうどん きゅうりとわ
かめの酢の物 ほうじ茶

くたくたうどん
んじん

きゅうり に

軟飯 みそ汁（キャベツ）
たらのさっぱり甘酢ソース
アスパラの和え物

きな粉粥 野菜スープ
腐 にんじん

豆

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 にんじん

八戸ラーメン ブロッコ
ほうとううどん ブロッコリー ほうとううどん ブロッコリー くたくたうどん ほうじ茶 ブ
リーのごま酢和え ほうじ茶 のごま酢和え ほうじ茶
のごま酢和え ほうじ茶
ロッコリー ほうれん草
21水 バナナ
御飯 みそ汁（わかめ・も 全粥 みそ汁（わかめ・もや 芋粥 野菜スープ 炒り豆
やし） 揚げだし豆腐（みぞ し） 揚げだし豆腐（みぞれ 腐

22木 れ煮） さつま芋の甘煮 グ 煮） さつま芋の甘煮

つぶし粥 野菜スープ 豆
腐 さつまいも

レープフルーツ
ご飯 みそ汁（切干・かぼ ご飯 みそ汁（切干・かぼ 全粥 野菜スープ 白身魚 つぶし粥 野菜スープ 白
ちゃ） 鮭のコーンマヨネー ちゃ） 鮭の塩焼き ビーフ の青菜煮 人参の煮物
身魚 かぼちゃ

08木 ズ焼き ビーフンと野菜のソ ンと野菜のソテー

三色どんぶり みそ汁 せ 三色どんぶり みそ汁 せ お粥 野菜スープ 野菜あ つぶし粥 野菜スープ 豆
ん野菜（キャベツ・人参・
ん野菜（キャベツ・人参・
んかけ丼
腐 ほうれんそう
きゅうり）

23金 きゅうり） たくあん りんご

テー パイナップル
ごはん、 カツカレーライ
ス ほうじ茶 せん野菜

09金 （キャベツ・人参・きゅうり）

全粥 野菜スープ 鶏のミ
ルク煮

全粥 野菜スープ 鶏のミ
ルク煮

つぶし粥 野菜スープ
じゃがいも キャベツ

ミニトマト

御飯 みそ汁（さつま芋・
軟飯 みそ汁（さつま芋・
お粥 みそ汁（さつま芋・ チーズ粥 野菜スープ さ
わかめ） カレイの煮つけ わかめ） カレイの煮つけ わかめ） カレイの煮つけ つまいも キャベツ
野菜のソテー
野菜のソテー
みかん缶

24土 ベーコンと野菜のソテー

御飯 みそ汁（ひじき・油
軟飯 みそ汁（ひじき・油 全粥 野菜スープ 鶏じゃ
揚げ） 肉じゃが（豚肉） い 揚げ） 肉じゃが（豚肉） い が
26月 んげんとささみの胡麻ネー んげんとささみの胡麻ネー
ズ和え オレンジ
ズ和え

つぶし粥 野菜スープ
じゃがいも にんじん

御飯 豆腐スープ（わかめ） 全粥 豆腐スープ（わかめ） 全粥 豆腐スープ（わかめ） つぶし粥 豆腐スープ（わ
鶏肉のカレー揚げ ブロッ 鶏肉のから揚げ ブロッコ 温野菜
かめ） ブロッコリー にんじ
12月 コリーのマヨネーズ和え
リーのマヨネーズ和え
ん
ヨーグルト

御飯 中華スープ（ニラ
玉） 野菜たっぷりマー
27火 ボー きゅうりとコーンのサ
ラダ もも缶

軟飯 中華スープ（ニラ
玉） 野菜たっぷりマー
ボー きゅうりとコーンのサ
ラダ

お粥 中華スープ 野菜
たっぷり鶏肉マーボー

チーズ粥 野菜スープ
じゃがいも 豆腐

御飯 みそ汁（生揚げ・大 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
根） ほっけの塩焼き 切干 焼き 切り干し大根の煮物 と野菜の煮付け
だいこん
13火 大根とさつま揚げの煮物
キウイフルーツ

こいのぼりカレー ポトフ
コールスローサラダ フ
28水 ルーツパンチ

軟飯 鶏のミルク煮 ポトフ きな粉粥 野菜スープ 野
コールスローサラダ
菜のミルク煮

きな粉粥 野菜スープ
じゃがいも にんじん

ミートスパゲティー ポ
ミートスパゲティー ポ
鶏ミートスパゲティー 野菜 つぶし粥 野菜スープ
タージュ コールスローサラ タージュ コールスローサラ スープ
キャベツ にんじん
14水 ダ バナナ
ダ

きのこうどん ほうれん草
きのこうどん ほうれん草
のしらす和え ほうじ茶 パ のしらす和え ほうじ茶
30金 イナップル

10土

おにぎり、野菜ジュース

おにぎり、野菜ジュース

おにぎり、野菜ジュース

御飯 たまごスープ（キャ
御飯 たまごスープ（キャ 全粥 野菜スープ 豆腐と
ベツ） ハンバーグ オニオ ベツ） ハンバーグ オニオ 野菜の煮物
ンリング

15木 ンリング オレンジ

おにぎり、野菜ジュース

つぶし粥 野菜スープ
キャベツ にんじん

きのこうどん ほうれん草
のしらす和え ほうじ茶

くたくたうどん ほうれん草
にんじん

