
５倍粥

ミルクシチュー

煮浸し　果物

☆今月予定の果物はりんご・バナナ・デコポン・美生柑・いちごを予定にしています。（入荷状況等により日々の使用を決定します）
◎離乳食はご家庭で食べている食材にあわせて提供します。週始めに食材表の提出をおねがいします。
※献立（食材）は保育園の行事・その他の都合により変更になることがありますので、ご了承ください。献立が変更になった場合はお知らせします。

平成2７年4月 離乳食　献立表 両国・なかよし保育園

日 曜日
5～6ヶ月 5～6ヶ月 7～8ヶ月 7～8ヶ月 9～1１ヶ月 9～1１ヶ月

12～18ヶ月 12～18ヶ月午前 午後 午前 午後 午前 午後
きなこ５倍粥 軟飯 きなこ軟飯

マッシュポテト 青菜のくたくた煮 ミルクシチュー　 すまし汁 すまし汁 ミルクシチュー すまし汁

10倍粥 10倍粥 7倍粥 きなこ7倍粥

煮浸し　果物

２・１６木
10倍粥 10倍粥 7倍粥 キャベツ7倍粥 ５倍粥

１・１５ 水
人参煮 煮浸し　果物

キャベツ5倍粥 軟飯 キャベツ軟飯
キャベツペースト 人参ペースト 魚のあんかけ　煮浸し じゃがいものミルク煮 魚のあんかけ　煮浸し じゃがいものミルク煮 煮魚　煮浸し

３・１７金
10倍粥 10倍粥 ミルクパン粥 人参7倍粥

じゃがいものスープ煮
マッシュポテト 味噌汁　果物 味噌汁　果物 味噌汁　果物

スティックパン 人参5倍粥 スティックパン
かぶのすり流し 青菜のくたくた煮 かぶと鶏肉の煮物 味噌汁 かぶと鶏肉の煮物 味噌汁 大豆のトマト煮 あんかけごはん

キャベツペースト すまし汁　果物 すまし汁　果物 すまし汁　果物
５倍粥 味噌煮込みうどん 軟飯 味噌煮込みうどん

青菜のくたくた煮 おろしきゅうり 豆腐の味噌煮　じゃがいも煮 きゅうりの煮物 豆腐の味噌煮　じゃがいも煮 スティックきゅうり
10倍粥 10倍粥 7倍粥 味噌煮込みうどん

６・２０月
10倍粥 10倍粥 7倍粥　さつまいも煮 青菜のリゾット

麻婆豆腐　じゃがいも煮 スティックきゅうり
マッシュポテト すまし汁　果物 すまし汁　果物 すまし汁　果物

４・１８土

5倍粥　さつまいも煮 青菜のリゾット 軟飯　さつまいも煮 青菜のおにぎり
さつまいものマッシュ 青菜のくたくた煮 大根のそぼろあんかけ バナナ 大根のそぼろあんかけ バナナ 大根のそぼろあんかけ バナナ

大根ペースト 味噌汁　果物 味噌汁　果物 味噌汁　果物
煮込みうどん スティックパン 煮込みうどん スティックパン

マッシュポテト 人参ペースト じゃがいもと鶏肉の煮物 ミルクスープ じゃがいもと鶏肉の煮物 ミルクスープ
10倍粥 10倍粥 煮込みうどん ミルクパン粥

８・２２水
10倍粥 10倍粥 ビビンバ風7倍粥 かぼちゃ7倍粥

じゃがいもと鶏肉の煮物 ミルクスープ
青菜のくたくた煮 果物 果物 果物

７・２１火

ビビンバ風５倍粥 かぼちゃ5倍粥 ビビンバ風軟飯
人参ペースト マッシュかぼちゃ かぼちゃ煮 味噌汁 かぼちゃ煮 味噌汁 かぼちゃ煮 スイートパンプキン

青菜のくたくた煮 すまし汁　果物 すまし汁　果物 すまし汁　果物
スティックパン 人参5倍粥 スティックパン

キャベツペースト 人参ペースト 魚のあんかけ じゃがいも煮 味噌汁 魚のあんかけ じゃがいも煮 味噌汁
10倍粥 10倍粥 ミルクパン粥 人参7倍粥

１０・２４金
10倍粥 10倍粥 7倍粥 さつまいも7倍粥

魚のコーン焼き　じゃがいも煮 夕焼けおにぎり
マッシュポテト すまし汁　果物 すまし汁　果物 すまし汁　果物

９・２３木

５倍粥 さつまいも5倍粥 軟飯 おさつスティック
マッシュポテト ブロッコリー煮 豆腐ハンバーグ　煮浸し すまし汁 豆腐ハンバーグ　煮浸し すまし汁 豆腐ハンバーグ　茹で野菜 すまし汁

青菜のくたくた煮 味噌汁　果物 味噌汁　果物 味噌汁　果物
鶏そぼろ5倍粥 焼きマッシュポテト 鶏そぼろ軟飯

さつまいものマッシュ 人参ペースト じゃがいもの煮物　煮浸し すまし汁 じゃがいもの煮物　煮浸し すまし汁
10倍粥 10倍粥 鶏そぼろ7倍粥 マッシュポテト

１
３・
２７

月
10倍粥 10倍粥 トマト煮込みうどん 人参7倍粥

じゃがいもの煮物　煮浸し ハッシュドポテト
人参ペースト 味噌汁　果物 味噌汁　果物 味噌汁　果物

１
１・
２５

土

トマト煮込みうどん 人参5倍粥 トマト煮込みうどん 人参軟飯
キャベツペースト ピーマンのくたくた煮 春野菜の煮物 味噌汁 春野菜の煮物 味噌汁 春野菜の煮物 味噌汁

人参ペースト 果物 果物 果物

５倍粥 スティックパン 軟飯
さつまいものマッシュ 人参ペースト あんかけ豆腐　煮浸し すまし汁 あんかけ豆腐　煮浸し すまし汁

10倍粥 10倍粥 7倍粥 ミルクパン粥

30 木
10倍粥 10倍粥 7倍粥 青菜7倍粥

あんかけ豆腐　煮浸し ツナパン
キャベツペースト 味噌汁　果物 味噌汁　果物 味噌汁　果物

１
４・
２８

火

5倍粥 青菜5倍粥 軟飯

マッシュポテト 青菜のくたくた煮 鶏団子の味噌煮　青菜煮 味噌汁 鶏団子の味噌煮　青菜煮 味噌汁 鶏団子の味噌煮　青菜煮 菜飯おにぎり
人参ペースト すまし汁　果物 すまし汁　果物 すまし汁　果物


