
1日目 10倍粥　小1

2日目 10倍粥　小1

3日目 10倍粥　小2

4日目 10倍粥　小2

5日目 10倍粥　小3

6日目 10倍粥　小3

7日目 10倍粥　小3

8日目 10倍粥　小4　 人参　小1

9日目 10倍粥　小4 人参　小2

10日目 10倍粥　小4 かぼちゃ　小1

11日目 10倍粥　小4 かぼちゃ　小2

12日目 10倍粥　小5 ほうれん草　小1

13日目 10倍粥　小5 ほうれん草　小2

14日目 10倍粥　小5 ほうれん草　小3

15日目 かぼちゃ粥　小6 キャベツ　小1

16日目 かぼちゃ粥　小6 キャベツ　小2

17日目 かぼちゃ粥　小6 キャベツ　小2 じゃがいも　小1

18日目 人参粥　小6 じゃがいも　小2

19日目 キャベツ粥　小6 人参　小1 りんご　小1

20日目 ほうれん草粥　小7 りんご　小2

21日目 じゃがいも粥　小7 人参　小2 りんご　小1

22日目 人参粥　小7 豆腐　小1

23日目 人参粥　小8 豆腐　小2 かぼちゃ　小1

24日目 じゃがいも粥　小8 小松菜　小1

25日目 かぼちゃ粥　小8 小松菜　小2

26日目 かぼちゃ粥　小8 小松菜　小3

27日目 人参粥　小8 鯛　小1

28日目 じゃがいも粥　小8 鯛　小2

29日目 かぼちゃ粥　小9 さつまいも　小1

30日目 鯛粥　小9 さつまいも　小2



31日目 鯛粥　小9 さつまいも　小2 キャベツ粥　小9 人参　小1

32日目 ほうれん草粥　小9 とうもころし　小1 キャベツ粥　小9 人参　小2

33日目 鯛粥　小9 とうもころし　小2 キャベツ粥　小9 とうもろこし　小2

34日目 キャベツ粥　小9 たまねぎ　小1 小松菜粥　小9 じゃがいも　小2

35日目 キャベツ粥　小10 たまねぎ　小2 小松菜粥　小9 豆腐　小1

36日目 かぼちゃ粥　小10 たまねぎ　小3 小松菜粥　小9 豆腐　小2

37日目 かぼちゃ粥　小10 たまねぎ　小3 人参粥　小9 とうもろこし　小2

38日目 8倍粥　大3 とうもころし豆腐　大2 人参粥　大3 人参じゃがいも　小2

39日目 とうもろこし粥　大3 白菜　小1 人参粥　大3 とうもろこし　小2

40日目 かぼちゃ粥　大3 白菜　小2 かぼちゃ粥　小10 小松菜　小1

41日目 人参粥　大.3 白菜　小3 かぼちゃ粥　小10 小松菜　小1

42日目 パン粥　小2 人参粥　小6 かぼちゃ　小3 白菜粥　小8 小松菜　小1

43日目 パン粥　小3 しらす粥　小8 人参パン粥　小5

44日目 しらす粥　小9 小松菜　小5 トマト　小1 とうもろこしパン粥　小6

45日目 しらす粥　小10 麩・トマト・玉葱和え小5 とうもろこしパン粥　小7 麩・白菜和え　小6

46日目 トマトうどん　小2 しらす粥 じゃがとうもろこ うどん　小2 じゃが人参

47日目 しらす粥 じゃが小松菜 トマトパン粥 たまねぎ人参

48日目 とうもろこし粥 かぼちゃ豆腐 人参粥 野菜ミックス

49日目 ブロッコリー粥 野菜ミックス コーンスープ しらす粥 さつまいも

50日目 人参粥 ブロッコリー入りスープ バナナ トマトミルクパン粥 さつまいも

51日目 しらす粥 大根じゃがいも バナナ 小松菜大根粥 野菜ミックス

52日目 とうもろこしパン粥 大根小松菜 バナナ ブロッコリー粥 かぼちゃじゃがいも

53日目 ミルクパン粥 人参豆腐

54日目 しらす大根粥 カブ人参 さつまいも さつまいもミルクパン粥 カブ大根

55日目 小松菜粥 高野豆腐とカブ バナナ トマトブロッコリーパン粥 高野豆腐と人参スープ

56日目 7倍粥 ナス・トマト豆腐 かぼちゃ粥 なすと高野豆腐

57日目 小松菜粥 オクラ豆腐 かぼちゃパン粥 なすと高野豆腐

58日目 しらす粥 人参豆腐 バナナ 人参ミルクパン粥 麩・白菜

59日目 納豆粥 オクラ豆腐 かぼちゃ玉葱スープ しらす粥 白菜豆腐

60日目 ささみ粥 野菜ミックス 高野豆腐トマト 納豆粥 野菜ミックス



61日目 7倍粥 野菜ミックスささみ入り きゅうり ささみ粥 野菜ミックス

62日目 ささみしらす粥 アスパラじゃがいも 野菜ミックス 納豆粥 人参豆腐

63日目 ヒラメ粥 人参じゃがいも コーンスープ 納豆粥 とうもろこし豆腐

64日目 ヒラメ粥 野菜ミックス ベビーダノン しらす粥 人参きゅうり豆腐

65日目 ヒラメ粥 野菜ミックス トマトじゃがいも かぼちゃ粥 麩と野菜のスープ

66日目 たら粥 アスパラじゃがいも ベビーダノン ヒラメ粥 アスパラ野菜ミックス

67日目 たら粥 ささみと野菜ミックス ヨーグルト トマトミルクパン粥 麩と野菜ミックス

68日目 たら粥 さつまいもブロッコリー いちご さつまいもミルクパン粥 たらとじゃがいも

69日目 鮭粥 野菜ミックス さつまいもバナナ しらす高野豆腐粥 とうもろこし豆腐

70日目 鮭粥 トマトキャベツ和え バナナきなこ 納豆粥 鮭とじゃがいも

71日目 鶏そぼろ粥 アスパラじゃがいも ベビーダノン 人参粥 野菜ミルク豆腐

72日目 6倍粥 豆腐の鶏そぼろかけ バナナきなこ 納豆しらす粥 鶏そぼろじゃがいも

73日目 市販品ツナパスタ ささみと野菜ミックス いちごヨーグルト コーンミルクパン粥 人参豆腐

74日目 卵黄入りしらす粥 ほうれん草と麩 キャベツコーンスープ ほうれん草粥 麩と納豆野菜ミックス

75日目 小松菜粥卵黄入り 野菜ミックスカッテージチーズ入りバナナ 納豆ほうれん草粥 キャベツトマト豆腐

76日目 鮭粥 トマトカッテージチーズ和え 野菜ミックス 鮭粥 野菜ミックス

77日目 キャベツミルクパン粥 鶏レバーマッシュポテト バナナきなこ 野菜粥 麩とトマトとオクラ和え

78日目 市販品パンプキングラタン(クリームチーズ）ツナ高野豆腐 ベビーダノン 納豆しらす粥 野菜ミックスカッテージチーズ入り

79日目 ツナブロッコリー粥 人参豆腐 市販品バナナプリン（卵白） かぼちゃ粥 ツナ野菜ミックス

80日目 6倍粥 ひじき・麩とツナ野菜ミックス和え かぼちゃスープ 鮭粥 かぼちゃマッシュポテト

81日目 6倍粥 市販品　里芋の煮物 ひじきマッシュポテト 鮭粥 ひじき野菜ミックス

82日目 ほうれん草粥 ひじき・麩とツナ野菜ミックス和え キウイ 人参粥 豆腐と鮭のミルクスープ

83日目 市販品　ランチボックス コーンスープ オレンジ 納豆粥 野菜マッシュポテト

84日目 しらす粥 市販品　里芋の煮物 ヨーグルト野菜ジュースがけ 小松菜粥 鶏レバー入りマッシュポテト

85日目 小松菜粥 市販品　牛そぼろの肉じゃが さつまいもヨーグルト 6倍粥 鶏そぼろと野菜ミックス

86日目 6倍粥　焼き海苔入り 市販品　牛そぼろの肉じゃが プルーンヨーグルト 鶏そぼろ粥 ツナと野菜のミルク豆腐

87日目 とうもころしパン粥 水菜のかぼちゃ和え 野菜ミックススープ 6倍粥　焼き海苔入り ささみ野菜ミックス

88日目 6倍粥　かつお節入り 豆腐野菜ミックス オレンジ コーンミルクパン粥 ひじき野菜ミックス

89日目 チーズほうれん草粥 麩と高野豆腐野菜ミックス プルーンヨーグルト 納豆粥 ツナチーズ野菜ミックス

90日目 とろろ昆布粥 鶏レバーマッシュポテトチーズ入りキウイ しらす粥 チーズ豆腐


