様式F105

離乳食献立

日付

完了期

2022年11月
後期

ごはん みそ汁（はくさい・
たまねぎ） かじきのあんか
01火 け ほうれん草の白和え（に
んじん） つぶし里芋（青の
り）
ごはん ポークビーンズ 小
松菜のツナあえ(キャベツ）
02水 煮りんご

硬粥 みそ汁（はくさい・た
まねぎ） かじきのあんかけ
ほうれん草の白和え（にん
じん） つぶし里芋（青のり）

ごはん みそ汁（もやし・油
揚げ） ミートローフ（かぼ
04金 ちゃ・れんこん） 蒸し野菜
（ブロッコリー・キャベツ）

虹の丘保育園
中期

初期

全粥 みそ汁（はくさい・た １０倍粥 すり流し（豆腐）
まねぎ） かじきのあんかけ 野菜のペースト（ほうれんそ
ほうれん草の白和え（にん う・にんじん）
じん） つぶし里芋（青のり）

日付

完了期

後期

中期

初期

ごはん わかめスープ（もや 硬粥 野菜スープ（もやし・
し） 厚揚げの中華煮 ベイ じゃがいも） そぼろ納豆と
16水 クドじゃが（あおのり）
野菜の煮物（たまねぎ・に
んじん）

全粥 野菜スープ（もやし・ １０倍粥 ペースト（納豆・た
じゃがいも） そぼろ納豆と まねぎ・にんじん）
野菜の煮物（たまねぎ・に
んじん）

硬粥 鶏肉と豆腐のトマト煮 全粥 鶏肉と豆腐のトマト煮 １０倍粥 ペースト（豆腐・
小松菜のツナあえ(キャベ 小松菜のツナあえ(キャベ じゃがいも・にんじん）
ツ）
ツ）

ごはん ミートボールのカ 硬粥 鶏団子と野菜の煮物
レーシチュー キャベツとチ （じゃがいも・にんじん）
17木 ンゲン菜のサラダ 煮りんご キャベツとチンゲン菜のサ
ラダ

全粥 鶏団子と野菜の煮物 １０倍粥 すり流し（豆腐）
（じゃがいも・にんじん）
野菜のペースト（じゃがい
キャベツとチンゲン菜のサ も・にんじん）
ラダ

硬粥 みそ汁（もやし・豆
腐） かぼちゃのそぼろあん
かけ 蒸し野菜（ブロッコ
リー・キャベツ）

菜飯（小松菜） 豆腐汁（だ 菜粥（硬粥） 豆腐汁（だい 菜粥（全粥） 豆腐汁（だい １０倍粥 すり流し（白身魚）
いこん・にんじん） さばと玉 こん・にんじん） 白身魚と こん・にんじん） 白身魚と 野菜のペースト（たまねぎ・
18金 ねぎのみそ煮 蒸し芋 み 玉ねぎのみそ煮 蒸し芋 玉ねぎのみそ煮 蒸し芋 こまつな）
かん

全粥 みそ汁（もやし・豆
１０倍粥 すり流し（豆腐）
腐） かぼちゃのそぼろあん 野菜のペースト（ブロッコ
かけ 蒸し野菜（ブロッリー・ リー・キャベツ）
キャベツ）

あんかけうどん（ささみ） 粉 硬粥（納豆） ささみの野菜 全粥（納豆） ささみの野菜 １０倍粥 ペースト（納豆・は
ふき芋
あんとじ（はくさい・にんじ あんとじ（はくさい・にんじ くさい・にんじん）
05土
ん） 粉ふき芋
ん） 粉ふき芋

19土

ごはん すまし汁（豆腐・こ 硬粥 すまし汁（豆腐・こま 全粥 すまし汁（豆腐・こま １０倍粥 すり流し（豆腐）
まつな） 蒸しさけ ゆで野 つな） 蒸しさけ ゆで野菜 つな） 蒸しさけ ゆで野菜 野菜のペースト（こまつな・
07月 菜（かぶ・きゅうり）
（かぶ・きゅうり）
（かぶ・きゅうり）
にんじん）

ごはん 豆腐汁（こまつな） 硬粥 豆腐汁（こまつな）
全粥 豆腐汁（こまつな）
１０倍粥 すり流し（豆腐）
にんじんのそぼろあんかけ にんじんのそぼろあんかけ にんじんのそぼろあんかけ 野菜のペースト（こまつな・
21月 煮りんご
煮りんご
煮りんご
たまねぎ）

ごはん みそ汁（じゃが芋・
たまねぎ） 鶏肉のマーマ
08火 レード焼き キャベツとほう
れん草の塩和え

硬粥 みそ汁（じゃが芋・た
まねぎ） 鶏肉と納豆の煮
物 キャベツとほうれん草の
塩和え

全粥 みそ汁（じゃが芋・た １０倍粥 ペースト（納豆・
まねぎ） 鶏肉と納豆の煮 キャベツ・ほうれんそう）
物 キャベツとほうれん草の
塩和え

ごはん みそ汁（かぼちゃ・ 硬粥（納豆） みそ汁（かぼ
ねぎ） 鶏ささみのにんじん ちゃ・さやえんどう） 鶏ささ
22火 ドレッシング ひじきの煮物 身とはくさいの煮物 ゆで
野菜（にんじん）

ごはん みそ汁（チンゲン
菜・あげ） 焼きさわらのも
09水 やしあんかけ ゆで野菜
（ブロッコリー） 煮りんご

硬粥 みそ汁（チンゲン菜・
さつまいも） 白身魚のもや
しあんかけ ゆで野菜（ブ
ロッコリー）

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） 白身魚のもや 野菜のペースト（チンゲン
しあんかけ ゆで野菜（ブ 菜・さつまいも）
ロッコリー）

ごはん 豆腐の野菜そぼろ 硬粥 豆腐の野菜そぼろ煮 全粥 豆腐の野菜そぼろ煮 １０倍粥 すり流し（豆腐）
煮 粉ふき芋（青のり） か 粉ふき芋（青のり） ゆで野 粉ふき芋（青のり） ゆで野 野菜のペースト（こまつな・
24木 ぶときゅうりのサラダ
菜（かぶ）
菜（かぶ）
たまねぎ）

ごはん みそ汁（だいこん・
にんじん） 豆腐団子とキャ
10木 ベツの煮物 ゆで野菜
（きゅうり）

硬粥 みそ汁（だいこん・に
んじん） 豆腐団子とキャベ
ツの煮物 ゆで野菜（きゅう
り）

全粥 みそ汁（だいこん・に １０倍粥 すり流し（豆腐）
んじん） 豆腐団子とキャベ 野菜のペースト（だいこん・
ツの煮物 ゆで野菜（きゅう にんじん）
り）

さつま芋御飯 みそ汁（だ
いこん・油揚げ） 豚肉のす
25金 き焼き風煮物 ブロッコリー
のおかか和え

野菜ジュース125 おにぎり 硬粥 豆乳汁（キャベツ・チ 全粥 豆乳汁（キャベツ・チ １０倍粥 豆乳汁（キャベツ・
（さけ） 鶏のから揚げ タコ ンゲン菜・さつまいも） たら ンゲン菜・さつまいも） たら チンゲン菜・さつまいも）
11金 ウィンナー 厚焼き卵 ゆで とにんじんの煮物
とにんじんの煮物
ブロッコリー ミニトマト

さつま芋粥（硬粥） みそ汁
（豆腐・だいこん） 鶏ひき
肉とはくさいの煮物 ブロッ
コリーのおかか和え

全粥（納豆） みそ汁（かぼ １０倍粥 ペースト（納豆・か
ちゃ・さやえんどう） 鶏ささ ぼちゃ・にんじん）
身とはくさいの煮物 ゆで
野菜（にんじん）

さつま芋粥（全粥） みそ汁 １０倍粥 ペースト（豆腐・ブ
（豆腐・だいこん） 鶏ひき ロッコリー・にんじん）
肉とはくさいの煮物 ブロッ
コリーのおかか和え

てりやき野菜丼 煮りんご

硬粥 鶏納豆と野菜の煮物 全粥 鶏納豆と野菜の煮物 １０倍粥 ペースト（納豆・
煮りんご
煮りんご
キャベツ・にんじん）

きのこクリームライス ゆで
ブロッコリー にんじんの

26土

しらす粥（硬粥） 鶏肉と玉 しらす粥（全粥） 鶏肉と玉 １０倍粥 すり流し（しらす）
ねぎのトマト煮 粉ふき芋 ねぎのトマト煮 粉ふき芋 野菜のペースト（たまねぎ・
にんじん）

28月 じゃこあえ

硬粥 野菜汁（たまねぎ・
じゃがいも） ブロッコリーの
そぼろあんかけ にんじん
のじゃこあえ

全粥 野菜汁（たまねぎ・
１０倍粥 すり流し（しらす）
じゃがいも） ブロッコリーの 野菜のペースト（にんじん・
そぼろあんかけ にんじん ブロッコリー）
のじゃこあえ

さけ御飯 野菜汁（さとい
も・だいこん） かぼちゃと
14月 豆腐のそぼろあんかけ ゆ
で野菜（ブロッコリー）

さけ粥（硬粥） 野菜汁（さと
いも・だいこん） かぼちゃと
豆腐のそぼろあんかけ ゆ
で野菜（ブロッコリー）

さけ粥（全粥） 野菜汁（さと １０倍粥 すり流し（豆腐）
いも・だいこん） かぼちゃ 野菜のペースト（かぼちゃ・
のそぼろあんかけ ゆで野 ブロッコリー）
菜（ブロッコリー）

ごはん みそ汁（さつま芋・
ねぎ） 鮭と切干大根のあ
29火 んかけ ほうれん草とえのき
茸のお浸し みかん

硬粥 みそ汁（さつま芋・た
まねぎ） 白身魚のあんか
け ゆで野菜（ほうれんそ
う・にんじん）

全粥 みそ汁（さつま芋・た １０倍粥 すり流し（白身魚）
まねぎ） 白身魚のあんか 野菜のペースト（ほうれんそ
け ゆで野菜（ほうれんそ う・にんじん）
う・にんじん）

ごはん 軟飯 豆腐みそ汁
（こまつな・あげ） さわらの
15火 野菜レモン蒸し れんこん
のきんぴら・豚肉

硬粥 豆腐みそ汁（こまつ
な） 白身魚のとたまねぎの
蒸し物 人参とピーマンの
煮物

全粥 豆腐みそ汁（こまつ １０倍粥 すり流し（白身魚）
な） 白身魚のとたまねぎの 野菜のペースト（こまつな・
蒸し物 人参とピーマンの にんじん）
煮物

ごはん みそ汁（なす・たま 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（豆腐）
ねぎ） 豆腐のそぼろ煮 か ぎ） 豆腐のそぼろ煮 かぼ ぎ） 豆腐のそぼろ煮 かぼ 野菜のペースト（たまねぎ・
30水 ぼちゃ（蒸し）
ちゃ（蒸し）
ちゃ（蒸し）
かぼちゃ）

12土

カレー風味のトマトライス
粉ふき芋

野菜そぼろ丼(納豆） 煮り 硬粥 野菜そぼろ煮(納豆） 全粥 野菜そぼろ煮(納豆） １０倍粥 ペースト（納豆・こ
んご
煮りんご
煮りんご
まつな・キャベツ）

