
12～18ヶ月（完了食）
おやつ

ご飯　親子煮 コーントースト

大根の塩昆布和え

すまし汁　オレンジ 牛乳

きな粉揚げパン　 スパゲティナポリタン

肉団子スープ

コーンサラダ　バナナ 牛乳

冷やしうどん　 ワッフル

青菜と人参のおかか和え

さつま芋の甘煮　ヨーグルト 牛乳

豚のプルコギ丼　 マカロニきな粉

小魚サラダ　みそ汁

オレンジ 牛乳

丸パン　チリコンカン ツナマヨご飯

大根サラダ　野菜スープ

すいか 牛乳

焼きそば　鶏竜田揚げ とうもろこし

チンゲン菜のスープ

デラウェア 牛乳

七夕ごはん　ハンバーグ ふわふわヨーグルト

キャベツサラダ　

天の川スープ　オレンジ 牛乳

ご飯　魚のごま照り焼き フレンチトースト

五目和え　みそ汁

バナナ 牛乳

夏野菜カレー レーズンパン

ツナサラダ　大根スープ

すいか 牛乳

ご飯　筑前煮 豆腐ドーナッツ

青菜としめじのお浸し

なめこ汁　オレンジ 牛乳

焼き鳥丼　 クリームパン

ほうれん草のごま和え

みそ汁　ヨーグルト 牛乳

和風きのこパスタ カルピスゼリー

人参ドレッシングサラダ せんべい

トマトスープ　バナナ 牛乳

ピラフ　タンドリーチキン そうめん

フレンチサラダ　 （27日：パンプキンパイ）

ポテトスープ　メロン 牛乳

ご飯　鮭の塩こうじ焼き お麩のラスク

きゅうりとささみの梅和え

きのこすまし汁　バナナ 牛乳

丸パン　あじフライ じゃこのお焼き

コールスローサラダ

鶏肉のスープ　デラウェア 牛乳

ご飯　鶏肉のおろしステーキ アップルマフィン

きゃべつの香り漬　

青菜スープ　オレンジ 牛乳

21 水

おもゆ しゃけ粥 7倍粥　人参のそぼろ煮 しゃけ粥　 5倍粥　人参のそぼろ煮
野菜のペースト きゅうりとわかめ煮 きゅうり煮 きゅうりとわかめ煮 スティックきゅうり

ミルク キャベツ煮 玉葱スープ キャベツ煮 玉葱スープ

7倍粥　ささみときゅうり煮 5倍粥　たらのミルク煮 5倍粥　ささみときゅうり煮
野菜のペースト 大根煮 キャベツ煮 大根スティック キャベツ煮

＜完了食　512ｋｃａｌ（月平均）＞

人参甘煮 お麩とわかめ煮
大根スープ 人参スープ

ミルク 人参スープ きのこスープ 人参スープ きのこスープ

29 木

おもゆ パンがゆ　たらのミルク煮

14 28 水

ミルク のりスープ 大根スープ のりスープ 大根スープ

7倍粥　ささみと人参煮 5倍粥　大根のそぼろ煮 5倍粥　ささみと人参煮
野菜のペースト いんげん煮 きゅうり煮 いんげん煮 スティックきゅうり

ミルク 玉葱スープ わかめスープ 玉葱スープ わかめスープ
おもゆ 7倍粥　大根のそぼろ煮

13 27 火

おもゆ 7倍粥　ささみと人参煮

7倍粥　きゃべつのそぼろ煮 けんちんうどん 5倍粥　きゃべつのそぼろ煮
野菜のペースト キャベツ煮 トマト煮 キャベツ煮 トマト煮

7倍粥　豆腐のそぼろあんかけ 5倍粥　ささみと人参煮 5倍粥　豆腐のそぼろあんかけ
野菜のペースト キャベツ煮 にんじん煮 キャベツ煮 スティックにんじん

ミルク 玉葱甘煮 きのこスープ

ミルク 玉葱スープ わかめスープ 玉葱スープ わかめスープ

12 26 月

おもゆ けんちんうどん

10 24 土

玉葱甘煮 きのこスープ

パンがゆ　豆腐のそぼろあんかけ のりがゆ　ささみと人参 トースト　豆腐のそぼろあんかけ

野菜のペースト 青菜の煮浸し にんじん煮 青菜の煮浸し スティックにんじん
おもゆ のりがゆ　ささみと人参煮

9 金

おもゆ 7倍粥　ささみと大根煮
野菜のペースト さといもの甘煮

7倍粥　豆腐と人参煮 5倍粥　ささみと大根煮 5倍粥　豆腐と人参煮
ミルク キャベツのみそ汁 玉葱スープ

ミルク にんじんと玉葱のみそ汁 ねぎスープ 玉葱のみそ汁 ねぎスープ
ほうれん草の煮浸し さといもの甘煮 ほうれん草の煮浸し

8 木

おもゆ 7倍粥　かれいの煮つけ

キャベツのみそ汁 玉葱スープ

7倍粥　じゃがいものそぼろ煮 5倍粥　かれいの煮つけ 5倍粥　じゃがいものそぼろ煮
野菜のペースト 大根煮 キャベツ煮 大根スティック キャベツ煮

7 水

おもゆ しゃけ粥
野菜のペースト きゅうりとわかめ煮 きゅうり煮 きゅうりとわかめ煮

7倍粥　人参のそぼろ煮 しゃけ粥　 5倍粥　人参のそぼろ煮

ミルク ポテトのスープ 人参スープ

ミルク キャベツ煮 玉葱スープ キャベツ煮 玉葱スープ
スティックきゅうり

人参スープ

パンがゆ　人参としらす煮 5倍粥　きゃべつのそぼろ煮 トースト　人参としらす煮
野菜のペースト にんじん煮 ほうれん草の煮浸し スティックにんじん ほうれん草の煮浸し

7倍粥　大根とツナの煮物 トースト　ささみと玉葱煮 5倍粥　大根とツナの煮物

5 19 月

ポテトのスープ

野菜のペースト さつまいもの甘煮 小松菜の煮浸し さつまいもの甘煮 小松菜の煮浸し

ミルク ほうれん草スープ 玉葱スープ ほうれん草スープ 玉葱スープ

野菜のペースト にんじん煮 きゅうり煮 スティックにんじん スティックきゅうり6 火

おもゆ パンがゆ　ささみと玉葱煮

　　　　　    　2021年7月　離乳食献立表 四つ木なかよし保育園

ミルク すまし汁 わかめスープ すまし汁 わかめスープ

2 16 金

おもゆ パンがゆ　ツナとひじき煮

1 15 木

ミルクスープ ねぎスープ

7倍粥　玉葱のそぼろ煮 5倍粥　人参としらす煮 5倍粥　玉葱のそぼろ煮
野菜のペースト だいこん煮 にんじん煮 スティックだいこん

午前 午後 午前 午後

おもゆ 7倍粥　人参としらす煮
スティックにんじん

7倍粥　ささみと玉葱煮 トースト　ツナとひじき煮 5倍粥　ささみと玉葱煮
野菜のペースト きゅうり煮 キャベツ煮 スティックきゅうり キャベツ煮

パンがゆ　人参と麩の煮つけ 鶏うどん トースト　人参と麩の煮つけ
ミルク

日にち 曜日 5～6ヶ月（初期食） 7～8ヶ月（中期食） 7～8ヶ月（中期食） 9～12ヶ月（後期食） 9～12ヶ月（後期食）
12～18ヶ月（完了食）

5倍粥　鶏団子煮 5倍粥　きゃべつのそぼろ煮

ミルクスープ ねぎスープ

ミルク きゅうり煮 のりスープ きゅうり煮 のりスープ
おもゆ 7倍粥　きゃべつのそぼろ煮

3
17
・
31

土

おもゆ 鶏うどん

30 金
おもゆ 7倍粥　鶏団子煮 7倍粥　きゃべつのそぼろ煮

野菜のペースト 人参甘煮 お麩とわかめ煮
ミルク 大根スープ 人参スープ

20 火

おもゆ パンがゆ　ささみと玉葱煮 7倍粥　大根とツナの煮物 トースト　ささみと玉葱煮 5倍粥　大根とツナの煮物
野菜のペースト にんじん煮 きゅうり煮 スティックにんじん スティックきゅうり

ミルク ポテトのスープ 人参スープ ポテトのスープ 人参スープ


