
七飯ほんちょう

　　　　保育園
日付 完了期 後期 中期 初期

１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  レーズンパ
ン

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  ミ
ルクシチュー

２日

３月

牛乳  ごはん  さつま汁  擬
製豆腐  きゅうりの酢の物
牛乳  焼きそば

ごはん  さつま汁  豆腐と
野菜のとろとろ煮  きゅうり
のあえもの  野菜うどん

ミルク  全がゆ  さつま芋の
だし汁  豆腐と野菜のとろ
とろ煮  きゅうりのやわらか
煮

ミルク  全がゆ  さつま芋の
だし汁  豆腐と野菜のとろ
とろ煮  きゅうりのやわらか
煮

４火

牛乳  ごはん  五目汁  鶏
肉のごまみそ焼  白菜のり
あえ  牛乳  黒糖蒸しパン

ごはん  五目汁  鶏ささみ
のみそ煮  白菜のりあえ
蒸しパン

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  鶏ささみのやわらか煮
白菜のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  白身魚のやわらか
煮  白菜のとろとろ煮

５水

牛乳  ごはん  玉ねぎと油
揚げのみそ汁  筑前煮  ほ
うれん草の白あえ  牛乳
オレンジゼリー

ごはん  玉ねぎと油揚げの
みそ汁  鶏ささみと野菜煮
ほうれん草の白あえ  くだ
もの

ミルク  全がゆ  玉ねぎと油
揚げのみそ汁  鶏ささみと
人参のやわらか煮  ほうれ
ん草と豆腐のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  玉ねぎと
油揚げのみそ汁  白身魚と
人参のやわらか煮  ほうれ
ん草と豆腐のとろとろ煮

６木

牛乳  食パン  野菜スープ
豚肉と新たまねぎのソテー
マカロニサラダ  牛乳  じゃ
こごまおにぎり

食パン  野菜スープ  鶏団
子と玉ねぎのトマト煮  マカ
ロニのあえもの  おにぎり

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  鶏団子と玉ねぎ
のトマト煮  人参ときゅうり
のやわらか煮

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  白身魚と玉ねぎ
のトマト煮  人参ときゅうり
のやわらか煮

７金

牛乳  ごはん  なめこのみ
そ汁  ししゃものチーズフラ
イ  キャベツの胡麻マヨ

ごはん  なめこのみそ汁
白身魚のパン粉焼き  キャ
ベツのあえもの  ジャムパ

ミルク  全がゆ  なめこのみ
そ汁  白身魚のとろとろ煮
キャベツのやわらか煮

ミルク  五分がゆ  なめこの
みそ汁  白身魚のとろとろ
煮  キャベツのやわらか煮７金 イ  キャベツの胡麻マヨ

ネーズあえ  牛乳  豆乳フ
レンチトースト

ベツのあえもの  ジャムパ
ン

キャベツのやわらか煮 煮  キャベツのやわらか煮

８土

牛乳  豆乳ココア  豚丼  豆
腐とわかめのみそ汁  牛乳
いちごジャムパン

豆乳  ごはん  鶏ささみと野
菜煮  豆腐とわかめのみそ
汁  いちごジャムパン

ミルク  豆乳  全がゆ  鶏さ
さみと野菜煮  豆腐のだし
汁

ミルク  豆乳  全がゆ  白身
魚と野菜煮  豆腐のだし汁

９日

１０月 〈体育の日〉

１１火

牛乳  ごはん  中華風コー
ンスープ  八宝菜  春雨サ
ラダ  牛乳  さつま芋のガ
レット

ごはん  中華風コーンスー
プ  鶏団子と野菜のあんか
け  春雨のあえもの  さつ
ま芋のホットケーキ

ミルク  全がゆ  人参のだし
汁  鶏団子と野菜のあんか
け  もやしときゅうりのとろ
とろ煮

ミルク  五分がゆ  人参の
だし汁  豆腐と野菜のあん
かけ  もやしときゅうりのと
ろとろ煮

１２水

牛乳  ごはん  なすと玉ね
ぎのみそ汁  厚揚げとじゃ
が芋のそぼろ煮  切干し大
根のサラダ  牛乳  チーズ
ラスク

ごはん  なすと玉ねぎのみ
そ汁  豆腐とじゃが芋のそ
ぼろ煮  人参ときゅうりのあ
えもの  ジャムパン

ミルク  全がゆ  なすと玉ね
ぎのみそ汁  豆腐とじゃが
芋のそぼろ煮  人参ときゅ
うりのやわらか煮

ミルク  五分がゆ  なすと玉
ねぎのみそ汁  豆腐とじゃ
が芋のそぼろ煮  人参と
きゅうりのやわらか煮

１３木

牛乳  食パン  ミネストロー
ネスープ  ベーコンオムレ
ツ  ブロッコリーのマヨネー
ズあえ  牛乳  お好み焼き

食パン  ミネストローネスー
プ  鶏団子のやわらか煮
ブロッコリーのあえもの  お
好み焼き

ミルク  パンがゆ  野菜のト
マトスープ  鶏団子のやわ
らか煮  ブロッコリーのとろ
とろ煮

ミルク  パンがゆ  野菜のト
マトスープ  豆腐のやわら
か煮  ブロッコリーのとろと
ろ煮

１４金

牛乳  ごはん  すまし汁  鮭
のちゃんちゃん焼き  きん
ぴらごぼう  牛乳  豆腐団
子

ごはん  すまし汁  鮭の
ちゃんちゃん焼き  きんぴら
ごぼう  きなこがゆ

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  白身魚のとろとろ煮
人参のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  白身魚のとろとろ
煮  人参のやわらか煮

１５土

牛乳  豆乳ココア  ハヤシ
ライス  みかんヨーグルト
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  ミ
ルクシチュー

１６日

牛乳  ごはん  かに豆腐汁 ごはん  かに豆腐汁  鶏だ ミルク  全がゆ  豆腐のだし ミルク  五分がゆ  豆腐の

１７月

牛乳  ごはん  かに豆腐汁
シュウマイ  ほうれん草の
ナムル  牛乳  パウンド
ケーキ

ごはん  かに豆腐汁  鶏だ
んごのやわらか煮  ほうれ
ん草のあもの  ホットケー
キ

ミルク  全がゆ  豆腐のだし
汁  鶏だんごのやわらか煮
ほうれん草のとろとろ煮

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



日付 完了期 後期 中期 初期

１８火

牛乳  ごはん  じゃが芋とき
ぬさやのみそ汁  鶏肉のす
き焼き風煮物  もやしのゆ
かりあえ  牛乳  おからドー
ナツ

ごはん  じゃが芋ときぬさ
やのみそ汁  鶏ささみと野
菜のやわらか煮  もやしの
あえもの  おからホットケー
キ

ミルク  全がゆ  じゃが芋の
だし汁  鶏ささみと野菜の
やわらか煮  もやしのとろと
ろ煮

ミルク  五分がゆ  じゃが芋
のだし汁  豆腐と野菜のや
わらか煮  もやしのとろとろ
煮

１９水

牛乳  大豆カレー  きゅうり
とコーンのサラダ  なし  牛
乳  簡単ピザ

ごはん  大豆のミルクシ
チュー  きゅうりのあえもの
なし  ジャムパン

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  きゅうりのとろとろ
煮  なし

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  きゅうりのとろとろ
煮  なし

２０木

牛乳  食パン  野菜スープ
チキンカツ  キャベツのツ
ナマヨネーズあえ  牛乳
ババロア洋なし

食パン  野菜スープ  鶏ささ
みのパン粉焼き  キャベツ
あえもの  くだもの

ミルク  パンがゆ  ほうれん
草のだし汁  鶏ささみのトマ
ト煮  キャベツやわらか煮

ミルク  パンがゆ  ほうれん
草のだし汁  白身魚のトマ
ト煮  キャベツやわらか煮

２１金

牛乳  ごはん  白菜とえの
きのみそ汁  さんまのかば
焼き  コロコロサラダ  牛乳
タマゴトースト

ごはん  白菜とえのきのみ
そ汁  白身魚のとろとろ煮
枝豆と人参やわらか煮
ジャムパン

ミルク  全がゆ  白菜のだし
汁  白身魚のとろとろ煮
枝豆と人参やわらか煮

ミルク  五分がゆ  白菜の
だし汁  白身魚のとろとろ
煮  枝豆と人参やわらか煮

２２土

牛乳  豆乳ココア  親子丼
もやしとわかめのみそ汁
牛乳  ジャムサンドクラッ
カー

豆乳  ごはん  鶏ささみと野
菜のやわらか煮  もやしと
わかめのみそ汁  ジャムパ
ン

ミルク  豆乳  全がゆ  鶏さ
さみと野菜のやわらか煮
もやしのだし汁

ミルク  豆乳  五分がゆ  豆
腐と野菜のやわらか煮  も
やしのだし汁

２３日

２４月

牛乳  ごはん  大根と厚揚
げのみそ汁  肉じゃが  小
松菜のおかかあえ  牛乳
バナナパンケーキ

ごはん  大根と厚揚げのみ
そ汁  鶏ひきとじゃが芋の
煮物  小松菜のおかかあ
え  バナナパンケーキ

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  鶏ひきとじゃが芋の煮
物  小松菜のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  じゃが芋の煮物
小松菜のやわらか煮

２５火

牛乳  ごはん  のっぺい汁
なすと豆腐のそぼろ煮
きゅうりと人参の昆布あえ
牛乳  プリン

ごはん  のっぺい汁  なす
と豆腐のそぼろ煮  きゅうり
と人参のあえもの  くだもの

ミルク  全がゆ  人参のだし
汁  なすと豆腐のそぼろ煮
きゅうりと人参のやわらか
煮

ミルク  五分がゆ  人参の
だし汁  なすと豆腐のとろと
ろ煮  きゅうりと人参のやわ
らか煮

牛乳  きのこうどん  わか 野菜うどん  おにぎり  柿 ミルク  野菜うどん  柿 ミルク  野菜うどん  柿

２６水

牛乳  きのこうどん  わか
めおにぎり  柿  牛乳  もも
クリームパン

野菜うどん  おにぎり  柿
ジャムパン

ミルク  野菜うどん  柿 ミルク  野菜うどん  柿

２７木

牛乳  食パン  ポテトスープ
チーズインハンバーグ  ブ
ロッコリーのミモザサラダ
牛乳  雑炊

食パン  ポテトスープ  鶏団
子のトマト煮  ブロッコリー
のやわらか煮  おやつ・雑
炊

ミルク  パンがゆ  じゃが芋
のだし汁  鶏団子のトマト
煮  ブロッコリーのやわら
か煮

ミルク  パンがゆ  じゃが芋
のだし汁  白身魚のトマト
煮  ブロッコリーのやわら
か煮

２８金

牛乳  ごはん  かぼちゃと
長ねぎのみそ汁  赤魚とご
ぼうの煮つけ  ほうれん草
のごまあえ  牛乳  人参
カップケーキ

ごはん  かぼちゃと長ねぎ
のみそ汁白身魚の煮付け
ほうれん草のごまあえ  人
参のホットケーキ

ミルク  全がゆ  かぼちゃの
だし汁  汁白身魚の煮付け
ほうれん草のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  かぼちゃ
のだし汁  汁白身魚の煮付
け  ほうれん草のやわらか
煮

２９土

牛乳  豆乳ココア  カレーラ
イス  バナナ  牛乳  せん
べい  ニコニコニッコリゼ
リー

豆乳  ごはん  ミルクシ
チュー  バナナ  せんべい

ミルク  豆乳  全がゆ  ミル
クシチュー

ミルク  豆乳  五分がゆ  ミ
ルクシチュー

３０日

３１日

牛乳  ごはん  里芋と小松
菜のみそ汁  厚焼き卵  な
すと豚肉の炒め煮  牛乳
どら焼き

ごはん  里芋と小松菜のみ
そ汁  豆腐と人参のとろと
ろ煮  なすのやわらか煮
ホットケーキ

ミルク  全がゆ  小松菜の
だし汁  豆腐と人参のとろ
とろ煮  なすのやわらか煮

ミルク  五分がゆ  小松菜
のだし汁  豆腐と人参のと
ろとろ煮  なすのやわらか
煮

★献立作成はこの流れで！
○主菜の食材を決めましょう
メイン食材を曜日で決めるとこにより、栄養的に偏るとこなく、いろいろな食材を使用することができます。

メイン食材日程表 月 火 水 木

金 土 日

さかなの日 鶏肉の日 大豆製品の日 さかなの日

卵の日 牛肉 /豚肉の日 大豆製品の日


