
２月離乳食献立表

四つ木なかよし保育園

12～18ヶ月

おやつ

ご飯　すまし汁 にんじんプリッツ

豚肉と大根のさっぱり煮

さわやか漬け　果物 牛乳

トースト 青菜スープ 鮭おにぎり

ポークピカタ　マッシュポテト

スティック野菜　果物 牛乳

鬼ライス　いわしつみれ汁 カップヨーグルト

鬼の金棒風つくね おせんべい

五目豆　果物 麦茶

ご飯　肉豆腐 ツナトースト

みそ汁　果物

麦茶

ご飯　豚肉の生姜焼き アメリカンドック

マカロニサラダ

すまし汁　果物 牛乳

鶏南蛮うどん 甘みそおにぎり

手作りがんも

レモンあえ　果物 牛乳

麦ご飯　魚の照り焼き バナナカップケーキ

ほうれん草と切干のごま和え

みそ汁　果物 牛乳

きんぴらバーガー わらびもち

和風ポトフ

みそドレサラダ　果物 牛乳

じゃこご飯　みそ汁 スパゲティナポリタン

ひじき入り卵焼き （24日 オレンジゼリー）

いんげんのおかか和え　果物
牛乳

和風きのこパスタ ふりかけおにぎり

和風ドレッシングサラダ

青菜スープ　果物 麦茶

ご飯　鶏肉のみそ焼き じゃがもち焼き

ほうれん草のごま酢あえ

すまし汁　果物 牛乳

ちゃんぽん　棒棒鶏 チョコレートケーキ

わかさぎの南蛮漬け （28日 青菜ぞうすい）

果物 牛乳

ポークカレー 餃子の皮せんべい

ブロッコリーサラダ

キャベツスープ　果物 牛乳キャベツスープ、ミルク オレンジ煮、ミルク

5倍がゆ、鶏団子のミルク煮にんじんがゆ、コーンスープ

野菜のペースト ブロッコリー煮 じゃがいものそぼろ煮 ブロッコリー煮 じゃがいものそぼろ煮17 金

おもゆ 7倍がゆ、鶏団子のミルク煮にんじんがゆ、コーンスープ

ミルク キャベツスープ、ミルク オレンジ煮、ミルク

14 28 火

おもゆ 野菜うどん、煮魚 7倍がゆ、ささみときゅうり煮 野菜うどん、煮魚

もやしスープ、ミルク

野菜のペースト キャベツ煮、りんご煮 にんじん煮、もやしスープ キャベツ煮、りんご煮 スティックにんじん

ミルク ミルク ミルク ミルク

5倍がゆ、ささみときゅうり煮

5倍がゆ、豆腐のそぼろあんかけ 7倍がゆ

おもゆ わかめスープ、いよかん煮 ささみと青菜煮 わかめスープ、いよかん煮 ささみと青菜煮13 27 月

野菜のペースト 7倍がゆ、豆腐のそぼろあんかけ 7倍がゆ

ミルク ミルク キャベツスープ ミルク キャベツスープ

25 土

おもゆ 鶏うどん、きゅうり煮 おかかがゆ 鶏うどん、スティックきゅうり おかかがゆ

野菜のペースト ヨーグルト ささみとにんじん煮 ヨーグルト ささみとにんじん煮

ミルク ミルク 野菜スープ、ミルク ミルク 野菜スープ、ミルク

しらすがゆ、たまごとじ トマトスパゲティ

野菜のペースト いんげん煮、みそ汁 大根煮、いんげんスープ スティックいんげん、みそ汁 スティック大根、いんげんスープ10 24 金

おもゆ しらすがゆ、たまごとじ トマト風味うどん

ミルク ミルク オレンジ煮、ミルク ミルク オレンジ煮、ミルク

9 23 木

おもゆ パンがゆ、鶏団子煮 7倍がゆ、ささみとキャベツ煮 トースト、鶏団子煮 5倍がゆ、ささみとキャベツ煮

野菜のペースト にんじん煮、ポトフ風 きゅうり煮、コーンスープ スティックにんじん、ポトフ風 スティックきゅうり、コーンスープ

ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク

5倍がゆ、煮魚 5倍がゆ、ねぎスープ

野菜のペースト 青菜の煮浸し 豆腐と青菜のあんかけ 青菜の煮浸し 豆腐と青菜のあんかけ8 22 水

おもゆ 7倍がゆ、煮魚 7倍がゆ、ねぎスープ

ミルク 豆腐スープ、ミルク バナナミルク煮、ミルク 豆腐スープ、ミルク バナナミルク煮、ミルク

7 21 火

野菜のペースト 鶏うどん、キャベツ煮 みそあんかけがゆ、野菜スープ 鶏うどん、キャベツ煮 みそあんかけがゆ、野菜スープ

おもゆ にんじん煮、りんご煮 豆腐とひじき煮 スティックにんじん、りんご煮 豆腐とひじき煮

ミルク ミルク きゅうり煮、ミルク ミルク スティックきゅうり、ミルク

5倍がゆ、ささみと玉ねぎ煮 5倍がゆ、お麩とにんじん煮

おもゆ ブロッコリー煮 青菜の煮浸し スティックブロッコリー 青菜の煮浸し6 20 月

野菜のペースト 7倍がゆ、ささみと玉ねぎ煮 ７倍がゆ、お麩とにんじん煮

ミルク にんじんスープ、ミルク ブロッコリースープ、ミルク にんじんスープ、ミルク ブロッコリースープ、ミルク

4 18 土

野菜のペースト 7倍がゆ、わかめスープ パンがゆ、オニオンスープ 5倍がゆ、わかめスープ トースト、オニオンスープ

おもゆ 豆腐のそぼろあんかけ きゅうり煮 豆腐のそぼろあんかけ きゅうり煮

ミルク ミルク ミルク ミルク ミルク

たまごがゆ、煮魚 5倍がゆ、のりスープ

野菜のペースト にんじん甘煮 大根のそぼろあんかけ にんじん甘煮 大根のそぼろあんかけ3 金

おもゆ たまごがゆ、煮魚 7倍がゆ、のりスープ

ミルク ねぎスープ、ミルク ヨーグルト、ミルク ねぎスープ、ミルク ヨーグルト、ミルク

2 16 木

おもゆ パンがゆ、鶏団子のミルク煮 7倍がゆ、しめじスープ トースト、鶏団子のミルク煮 5倍がゆ、しめじスープ

野菜のペースト スナップえんどう煮 じゃがいもとツナの煮物 スナップえんどう煮 じゃがいもとツナの煮物

ミルク 野菜スープ、ミルク りんご煮、ミルク 野菜スープ、ミルク りんご煮、ミルク

5倍がゆ、ささみと大根煮 チーズがゆ

野菜のペースト きゅうり煮、にんじんスープ にんじん煮、白菜スープ スティックきゅうり スティックにんじん、白菜スープ1 15 水

おもゆ 7倍がゆ、ささみと大根煮 チーズがゆ

ミルク ミルク ミルク にんじんスープ、ミルク ミルク

9～12ヶ月

12～18ヶ月

午前 午前 午後 午前 午後

日にち 曜日

5～6ヶ月 7～8ヶ月 7～8ヶ月 9～12ヶ月


