
七飯ほんちょう

　　　　保育園
日付 完了期 後期 中期 初期

１日

２月

牛乳  ごはん  じゃが芋と
ごぼうのみそ汁  親子煮
キャベツの昆布あえ  牛乳
チーズ蒸しパン

ごはん  じゃが芋とごぼう
のみそ汁  鶏ささみと野菜
煮  キャベツのあえもの
蒸しパン

ミルク  全がゆ  じゃが芋
のだし汁  鶏ささみと野菜
のとろとろ煮  キャベツの
やわらか煮

ミルク  五分がゆ  じゃが
芋のだし汁  豆腐と野菜の
とろとろ煮  キャベツのや
わらか煮

３火 〈憲法記念日〉

４水 〈みどりの日〉

５木 〈こどもの日〉

６金

牛乳  ごはん  もやしと大
根のみそ汁  赤魚とごぼう
の煮つけ  きゅうりとわか
めの酢の物  牛乳  ピザ
トースト

ごはん  もやしと大根のみ
そ汁  白身魚煮  きゅうり
のあえもの  ジャムパン

ミルク  全がゆ  もやしと大
根のだし汁  白身魚のや
わらか煮  きゅうりのとろと
ろ煮

ミルク  五分がゆ  もやしと
大根のだし汁  白身魚の
やわらか煮  きゅうりのとろ
とろ煮

７土

牛乳  豆乳ココア  ハヤシ
ライス  みかんのヨーグル
ト  牛乳  いちごジャムパン

豆乳  ミルクシチュー  み
かん缶  ジャムパン

ミルク  豆乳  全がゆ  ミル
クシチュー

ミルク  豆乳  五分がゆ
野菜のミルクシチュー

８日

９月

牛乳  ごはん  豆腐としめ
じのみそ汁  厚焼き卵  き
んぴらごぼう  牛乳  お好
み焼き

ごはん  豆腐としめじのみ
そ汁  鶏ひきと野菜のとろ
とろ煮  人参のやわらか煮
お好み焼き

ミルク  全がゆ  豆腐のだ
し汁  鶏ひきと野菜のとろ
とろ煮  人参のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  豆腐の
だし汁  白身魚と野菜のと
ろとろ煮  人参のやわらか
煮み焼き お好み焼き 煮

１０火

牛乳  ソース焼きそば  豚
の焼き肉  牛乳  いちご豆
乳ゼリー

野菜うどん  鶏団子のやわ
らか煮  くだもの

ミルク  野菜うどん  鶏団子
のやわらか煮

ミルク  野菜うどん

１１水

牛乳  ごはん  三つ葉のか
き玉汁  大豆と揚げじゃが
芋の煮物  ほうれん草と
コーンのマヨあえ  牛乳  コ
コアホットケーキ

ごはん  三つ葉のかき玉汁
大豆とじゃが芋の煮物  ほ
うれん草のあえもの  ホット
ケーキ

ミルク  全がゆ  野菜のだ
し汁  大豆とじゃが芋のや
わらか煮  ほうれん草のと
ろとろ煮

ミルク  五分がゆ  野菜の
だし汁  大豆とじゃが芋の
やわらか煮  ほうれん草の
とろとろ煮

１２木

牛乳  食パン  スープヌー
ドル  ミートローフ  ゆで野
菜  牛乳  鮭おにぎり

食パン  スープヌードル
鶏ささみのトマト煮  ゆで野
菜  鮭おにぎり

ミルク  パンがゆ  玉ねぎと
人参のだし汁  鶏ささみの
トマト煮  ブロッコリーと
キャベツのとろとろ煮

ミルク  パンがゆ  玉ねぎと
人参のだし汁  豆腐のトマ
ト煮  ブロッコリーとキャベ
ツのとろとろ煮

１３金

牛乳  ごはん  五目汁  鮭
の香りみそ焼き  ひじきの
五目煮  牛乳  豆腐団子

ごはん  五目汁  鮭のみそ
煮  ひじきの五目煮  きな
こがゆ

ミルク  全がゆ  ほうれん
草と大根のだし汁  白身魚
のやわらか煮  人参のや
わらか煮

ミルク  五分がゆ  ほうれ
ん草と大根のだし汁  白身
魚のやわらか煮  人参の
やわらか煮

１４土

牛乳  豆乳ココア  ホワイト
シチューライス  フルーツカ
クテル  牛乳  あんぱん

豆乳  ごはん  ミルクシ
チュー  くだもの  ジャムパ
ン

ミルク  豆乳  全がゆ  ミル
クシチュー

ミルク  豆乳  五分がゆ
野菜のミルクシチュー

１５日

１６月

牛乳  ごはん  かに豆腐汁
回鍋肉  春雨サラダ  牛乳
パウンドケーキ

ごはん  かに豆腐汁  鶏さ
さみとキャベツの煮物  春
雨のあえもの  ジャムパン

ミルク  全がゆ  豆腐のだ
し汁  鶏ささみとキャベツ
の煮物  もやしときゅうりの
とろとろ煮

ミルク  五分がゆ  豆腐の
だし汁  白身魚とキャベツ
の煮物  もやしときゅうりの
とろとろ煮

１７火

牛乳  ごはん  白菜とえの
きの澄まし汁  厚揚げと
じゃが芋のそぼろ煮  ほう
れん草とじゃこの磯あえ

ごはん  白菜とえのきのみ
そ汁  豆腐とじゃが芋のそ
ぼろ煮  ほうれん草のあえ
もの  くだもの

ミルク  全がゆ  白菜のだ
し汁  豆腐とじゃが芋のと
ろとろ煮  ほうれん草のや
わらか煮

ミルク  五分がゆ  白菜の
だし汁  豆腐とじゃが芋の
とろとろ煮  ほうれん草の
やわらか煮れん草とじゃこの磯あえ

牛乳  寒天入りフルーツポ
ンチ

もの  くだもの わらか煮 やわらか煮



日付 完了期 後期 中期 初期

１８水

牛乳  チキンカレー  キャベ
ツのツナサラダ  バナナ
牛乳  ごまトースト

ごはん  ミルクシチュー
キャベツのあえもの  バナ
ナ  ジャムパン

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  キャベツのあえも
の  バナナ

ミルク  五分がゆ  野菜のミ
ルクシチュー  キャベツの
あえもの  バナナ

１９木

牛乳  食パン  野菜スープ
肉団子のケチャップ煮  マ
セドアンサラダ  牛乳  プリ
ン

食パン  野菜スープ  鶏団
子のトマト煮  じゃが芋のあ
えもの  くだもの

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  鶏団子のトマト
煮  じゃが芋のとろとろ煮

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  白身魚のトマト
煮  じゃが芋のとろとろ煮

２０金

牛乳  ごはん  大根となめ
このみそ汁  白身魚の五目
あんかけ  納豆あえ  牛乳
ツナパン

ごはん  大根となめこのみ
そ汁  白身魚の野菜あん
かけ  納豆あえ  ホットケー
キ

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  白身魚のとろとろ煮
ほうれん草のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  白身魚のとろとろ
煮  ほうれん草のやわらか
煮

２１土

牛乳  豆乳ココア  親子丼
わかめともやしのみそ汁
牛乳  レーズンパン

豆乳  ごはん  鶏ささみの
野菜煮  わかめともやしの
みそ汁  ジャムパン

ミルク  豆乳  全がゆ  鶏さ
さみの野菜のとろとろ煮  も
やしのだし汁

ミルク  豆乳  五分がゆ  豆
腐と野菜のとろとろ煮  もや
しのだし汁

２２日

２３月

牛乳  ごはん  豚汁  大豆
の天ぷら  切干し大根のサ
ラダ  牛乳  シュガーラスク

ごはん  野菜のみそ汁  大
豆のやわらか煮  きゅうりと
人参のあえもの  ジャムパ
ン

ミルク  全がゆ  じゃが芋の
だし汁  大豆のやわらか煮
きゅうりと人参のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  じゃが芋
のだし汁  大豆のやわらか
煮  きゅうりと人参のとろと
ろ煮

２４火

牛乳  ごはん  けんちん汁
鶏ももの胡麻ソースからめ
きゅうりの華風サラダ  麦
茶  牛乳もち

ごはん  けんちん汁  鶏ささ
みのトマト煮  きゅうりのあ
えもの  きなこがゆ

ミルク  全がゆ  大根と人
参のだし汁  鶏ささみのトマ
ト煮  きゅうりのやわらか煮

ミルク  五分がゆ  大根と
人参のだし汁  豆腐のトマ
ト煮  きゅうりのやわらか煮

２５水
牛乳  塩ラーメン  杏仁豆
腐  牛乳  おからチーズ
ドーナツ

野菜うどん  くだもの  ホッ
トケーキ

ミルク  野菜うどん  くだも
の

ミルク  野菜うどん  くだも
の

牛乳  食パン  コーンスー 食パン  コーンスープ  か ミルク  パンがゆ  玉ねぎ ミルク  パンがゆ  玉ねぎ

２６木

牛乳  食パン  コーンスー
プ  パンプキンオムレツ  ス
パゲティーのサラダ  牛乳
豆御飯のおにぎり

食パン  コーンスープ  か
ぼちゃのやわらか煮  スパ
ゲティーのあえもの  豆御
飯のおにぎり

ミルク  パンがゆ  玉ねぎ
のだし汁  かぼちゃのやわ
らか煮  キャベツときゅうり
のとろとろ煮

ミルク  パンがゆ  玉ねぎ
のだし汁  かぼちゃのやわ
らか煮  キャベツときゅうり
のとろとろ煮

２７金

牛乳  ごはん  さつま芋とご
ぼうのみそ汁  さばの照り
焼き  ブロッコリーの胡麻あ
え  牛乳  バナナハード
ケーキ

ごはん  さつま芋とごぼう
のみそ汁  白身魚のやわら
か煮  ブロッコリーの胡麻
あえ  バナナホットケーキ

ミルク  全がゆ  さつま芋の
だし汁  白身魚のやわらか
煮  ブロッコリーのとろとろ
煮

ミルク  五分がゆ  さつま芋
のだし汁  白身魚のやわら
か煮  ブロッコリーのとろと
ろ煮

２８土

牛乳  豆乳ココア  カレーラ
イス  オレンジ  牛乳  サン
ドクラッカー

豆乳  ご飯  ミルクシチュー
くだもの  ジャムパン

ミルク  豆乳  全がゆ  ミル
クシチュー

ミルク  豆乳  五分がゆ  野
菜のミルクシチュー

２９日

３０月

牛乳  ごはん  チンゲン菜
のみそ汁  はんぺんのチー
ズサンドフライ  みかんサラ
ダ  牛乳   フルーツゼリー

ごはん  チンゲン菜のみそ
汁  鶏団子のやわらか煮
キャベツとブロッコリーのあ
えもの  くだもの

ミルク  全がゆ  チンゲン菜
のだし汁  鶏団子のやわら
か煮  キャベツとブロッコ
リーのとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  チンゲン
菜のだし汁  豆腐のやわら
か煮  キャベツとブロッコ
リーのとろとろ煮

３１火

牛乳  ごはん  厚揚げとわ
かめのみそ汁  肉じゃが
ほうれん草とツナのあえ物
牛乳  卵ロールサンド

ごはん  厚揚げとわかめの
みそ汁  肉じゃが  ほうれ
ん草のあえもの  ジャムパ
ン

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  じゃがいものとろとろ煮
ほうれん草のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  じゃがいものとろと
ろ煮  ほうれん草のやわら
か煮

●和風の特徴　だしとうま味●
かつお節 昆布

　　　　　　沸騰下湯に削ったかつお節を加え、ひと煮立ち 　　　　　　　昆布の汚れをさっとふき水に漬けます。表面の白い粉の

　　　　　　したら火を消します。自然にかつお節がなべ底に 　　　　　　　ようなものは、うまみなので間違ってふき取らないように

　　　　　　落ちるまで待ち、静かにこします。基本のだしと 　　　　　　　します。昆布がしっかり戻ったら火をつけ、沸騰する前に

　　　　　　して、幅広い料理に使われます。 　　　　　　　取りだします。あっさりとした植物性のうま味が特徴です。

煮干 干ししいたけ
　　　　　　苦味のもととなる頭とはらわたを取り除き、 　　　　　　　汚れをさっと拭き、水に漬けてしいたけが柔らかくなったら

　　　　　　水につけておきます。使うときは１度こします。 　　　　　　　その戻し汁をこして使います。干すこどでうま味や香りが

　　　　　　魚のだしがしっかりと出るので、豆腐のみそ汁 　　　　　　　強くなったしいたけの戻し汁は煮物や蒸し物などのだし　　　　　　魚のだしがしっかりと出るので、豆腐のみそ汁 　　　　　　　強くなったしいたけの戻し汁は煮物や蒸し物などのだし

　　　　　　などにぴったりです。 　　　　　　　として使います。


