様式F105

離乳食献立

日付

完了期

2022年05月
後期

虹の丘保育園
中期

初期

01日
ごはん みそ汁（じゃがい
も・わかめ） チキンバーグ・
02月 さかな型 キャベツのコーン
煮 いちご

硬粥 みそ汁（じゃがいも・
たまねぎ） 鶏豆腐団子の
蒸し物 ゆで野菜（キャベ
ツ・にんじん）

全粥 みそ汁（じゃがいも・ １０倍粥 すり流し（豆腐）
たまねぎ） 鶏豆腐団子の 野菜のペースト（キャベツ・
蒸し物 ゆで野菜（キャベ にんじん）
ツ・にんじん）

ごはん マーボー豆腐（キッ 硬粥 豆腐の納豆そぼろが 全粥 豆腐の納豆そぼろが １０倍粥 すり流し（しらす）
ズ） ほうれん草のしらす和 け ほうれん草のしらす和 け ほうれん草のしらす和 野菜のペースト（ほうれん
06金 え トマト
え トマト
え トマト
草・トマト）
カレー・手作り 煮りんご

硬粥 豆腐と野菜の煮物
（鶏） 煮りんご

全粥 豆腐と野菜の煮物
（鶏） 煮りんご

１０倍粥 ペースト（豆腐・
じゃがいも・にんじん）

07土
軟飯 豆腐のスープ（さつ 硬粥 豆腐のスープ（さつ 全粥 豆腐のスープ（さつ １０倍粥 すり流し（豆腐）
まいも） 鶏ひき肉と野菜の まいも） 鶏ひき肉と野菜の まいも） 鶏ひき肉と野菜の 野菜のペースト（キャベツ・
09月 煮物 ゆでスナップえんどう 煮物 ゆでスナップえんどう 煮物 ゆでスナップえんどう にんじん）

日付

完了期

後期

中期

初期

ごはん 野菜たっぷりスー 硬粥 野菜たっぷりスープ
プ 豆腐のそぼろあんかけ （じゃがいも・にんじん） 豆
18水 ゆで野菜（きゅうり）
腐のそぼろあんかけ ゆで
野菜（きゅうり） り）

全粥 野菜たっぷりスープ １０倍粥 すり流し（豆腐）
（じゃがいも・にんじん） 豆 野菜のペースト（じゃがい
腐のそぼろあんかけ ゆで も・にんじん）
野菜（きゅうり）

ごはん みそ汁（だいこん・
あげ） さわらの野菜レモン
19木 蒸し ゆで野菜(にんじん・
いんげん）

硬粥 みそ汁（チンゲン菜・
さつまいも） 白身魚と玉ね
ぎの蒸し物 ゆで野菜（に
んじん・いんげん）

全粥 みそ汁（チンゲン菜・ １０倍粥 すり流し（白身魚）
さつまいも） 白身魚と玉ね 野菜のペースト（チンゲン
ぎの蒸し物 ゆで野菜（に 菜・さつまいも）
んじん・いんげん）

ごはん 豆乳汁（野菜） 鶏 硬粥 豆乳汁（キャベツ・か
のから揚げ（のり） にんじ ぼちゃ・たまねぎ・チンゲン
20金 んのシンプルサラダ
菜） 鶏ひき肉とにんじんの
煮物 ゆで野菜（きゅうり）

全粥 豆乳汁（キャベツ・か １０倍粥 豆乳汁（キャベツ・
ぼちゃ・たまねぎ・チンゲン かぼちゃ・たまねぎ・チンゲ
菜） 鶏ひき肉とにんじんの ン菜）
煮物 ゆで野菜（きゅうり）

ちゃんぽんラーメン 煮りん 硬粥 豆腐とキャベツの煮 全粥 豆腐とキャベツの煮 １０倍粥 すり流し（豆腐）
ご
物（鶏） 煮りんご
物（鶏） 煮りんご
野菜のペースト（キャベツ・
21土
にんじん）
ごはん さけとひじきの混ぜ
ごはん・具 豆腐旨煮椀
23月 （キャベツ） 磯辺さつまい
も（焼き） ゆでスナップえん
どう 煮りんご
ごはん はるさめスープ（チ
ンゲン菜） 豚肉の香味焼
24火 き（もやし） さっぱりポテト
サラダ

鮭粥（硬粥） 豆腐のささ身
あんかけ（キャベツ） ゆで
野菜（さつまいも・スナップ
えんどう） 煮りんご

鮭粥（全粥） 豆腐のささ身 １０倍粥 すり流し（豆腐）
あんかけ（キャベツ） ゆで 野菜のペースト（キャベツ・
野菜（さつまいも・スナップ にんじん）
えんどう） 煮りんご

硬粥 野菜スープ（チンゲ
ン菜・たまねぎ） 鶏ひき肉
とじゃがいもの煮物 きゅう
りとにんじんのしらす和え

全粥 野菜スープ（チンゲ １０倍粥 すり流し（しらす）
ン菜・たまねぎ） 鶏ひき肉 野菜のペースト（チンゲン
とじゃがいもの煮物 きゅう 菜・たまねぎ）
りとにんじんのしらす和え

ごはん みそ汁（切干だい 硬粥 みそ汁（たまねぎ・チ 全粥 みそ汁（たまねぎ・チ １０倍粥 すり流し（豆腐）
こん・わかめ） 豆腐の五目 ンゲン菜） 豆腐と鶏肉の ンゲン菜） 豆腐と鶏肉の 野菜のペースト（さつまい
11水 焼き チンゲン菜のとろみ 煮物（さつまいも） 煮りんご 煮物（さつまいも） 煮りんご も・にんじん）
炒め（えのき） 煮りんご

ごはん みそ汁（新たまね
ぎ・わかめ） 凍り豆腐とひ
25水 き肉の煮物 かぼちゃ（蒸
し）

硬粥 みそ汁（たまねぎ・
じゃがいも） 納豆そぼろと
小松菜の煮物 かぼちゃ
（蒸し）

全粥 みそ汁（たまねぎ・
１０倍粥 ペースト（納豆・小
じゃがいも） 納豆そぼろと 松菜・にんじん）
小松菜の煮物 かぼちゃ
（蒸し）

ごはん すまし汁（新たまね
ぎ・あげ） さけのちゃん
12木 ちゃん焼き（しめじ） ベイク
ド里芋（青のり）

硬粥 すまし汁（新たまね
ぎ・チンゲン菜） 白身魚と
キャベツのみそ煮 つぶし
さといも（青のり）

ごはん みそ汁（なす・あ
硬粥 みそ汁（なす・たまね 全粥 みそ汁（なす・たまね １０倍粥 すり流し（白身魚）
げ） 白身魚とにんじんの煮 ぎ） 白身魚とにんじんの煮 ぎ） 白身魚とにんじんの煮 野菜のペースト（たまねぎ・
26木 物 ゆでアスパラ
物 ゆでアスパラ
物 ゆでアスパラ
にんじん）

ごはん 豆腐みそ汁（もや
し・わかめ） 肉じゃが・カ
13金 レー味（豚肉） キャベツと
ほうれんそうの磯和え

硬粥 豆腐みそ汁（もやし） 全粥 豆腐みそ汁（もやし） １０倍粥 すり流し（豆腐）
肉じゃが（鶏） キャベツと 肉じゃが（鶏） キャベツと 野菜のペースト（キャベツ・
ほうれんそうの磯和え
ほうれんそうの磯和え
ほうれんそう）

ごはん 鶏肉と野菜のとろ
み煮 煮りんご

硬粥 鶏肉と野菜のとろみ 全粥 鶏肉と野菜のとろみ 全粥 鶏肉と野菜のとろみ
煮 煮りんご
煮 煮りんご
煮 煮りんご

ごはん みそ汁（だいこん・
にんじん） 白身魚の煮つ
10火 け ブロッコリーの玉ねぎド
レッシング（コーン）

硬粥 みそ汁（だいこん・に
んじん） 白身魚の煮つけ
ゆで野菜（ブロッコリー・きゅ
うり・たまねぎ）

全粥 みそ汁（だいこん・に １０倍粥 すり流し（白身魚）
んじん） 白身魚の煮つけ 野菜のペースト（ブロッコ
ゆで野菜（ブロッコリー・きゅ リー・たまねぎ）
うり・たまねぎ）

全粥 すまし汁（新たまね １０倍粥 すり流し（白身魚）
ぎ・チンゲン菜） 白身魚と 野菜のペースト（キャベツ・
キャベツのみそ煮 つぶし にんじん）
さといも（青のり）

14土

ごはん すまし汁（豆腐・え 硬粥 すまし汁（豆腐・さと 全粥 すまし汁（豆腐・さと １０倍粥 すり流し（豆腐）
のき） 鶏ささ身のケチャッ いも） 鶏ささみと野菜の煮 いも） 鶏ささみと野菜の煮 野菜のペースト（たまねぎ・
27金 プあん きゅうりの昆布あえ 物（たまねぎ・チンゲン菜） 物（たまねぎ・チンゲン菜） チンゲン菜）
ゆで野菜（きゅうり）
ゆで野菜（きゅうり）
てりやき野菜丼 煮りんご

硬粥 鶏ひき肉と納豆の煮 全粥 鶏ひき肉と納豆の煮 １０倍粥 ペースト（納豆・
物 煮りんご
物 煮りんご
キャベツ・にんじん）

28土

ごはん すまし汁（じゃが
芋・キャベツ） 豆腐の野菜
16月 そぼろがけ（こまつな） ゆ
で野菜（アスパラ） りんご

硬粥 すまし汁（じゃが芋・
キャベツ） 豆腐の野菜そ
ぼろがけ（こまつな） ゆで
野菜（アスパラ）

全粥 すまし汁（じゃが芋・ １０倍粥 すり流し（豆腐）
キャベツ） 豆腐の野菜そ 野菜のペースト（こまつな・
ぼろがけ（こまつな） ゆで たまねぎ）
野菜（アスパラ）

トマト御飯 豆乳汁（じゃが
いも・たまねぎ・にんじん）
30月 鶏肉と小松菜の煮物(キャ
ベツ）

トマト粥（硬粥） 豆乳汁
（じゃがいも・たまねぎ・にん
じん） 鶏肉と小松菜の煮
物(キャベツ）

トマト粥（全粥） 豆乳汁
１０倍粥 豆乳汁（じゃがい
（じゃがいも・たまねぎ・にん も・たまねぎ・にんじん）
じん） 鶏肉と小松菜の煮
物(キャベツ）

ごはん みそ汁（かぼちゃ・
なす） さわらの竜田揚げ
17火 ゆでブロッコリー 切干大根
と凍り豆腐の煮物

硬粥 みそ汁（かぼちゃ・な
す） 白身魚とたまねぎの煮
物 ゆで野菜（ブロッコリー・
にんじん）

全粥 みそ汁（かぼちゃ・な １０倍粥 すり流し（白身魚）
す） 白身魚とたまねぎの煮 野菜のペース（ブロッコ
物 ゆで野菜（ブロッコリー・ リー・にんじん）
にんじん）

ごはん みそ汁（さつまい
も・もやし） さけの塩焼き
31火 ゆでブロッコリー 炒り豆腐
（ツナひじき）

硬粥 みそ汁（さつまいも・
もやし） 蒸しさけ 豆腐と
人参の和え物 ゆでブロッ
コリー

全粥 みそ汁（さつまいも・ １０倍粥 すり流し（豆腐）
もやし） 蒸しさけ 豆腐と 野菜のペースト（にんじん・
人参の和え物 ゆでブロッ ブロッコリー）
コリー

