
七飯ほんちょう

　　　　保育園
日付 完了期 後期 中期 初期

１木

牛乳  食パン  ミネストロー
ネスープ  ベーコンとほう
れん草のオムレツ  ブロッ
コリーのマヨネーズあえ
牛乳  雑炊

食パン  ミネストローネ
スープ  鶏ささみとほうれ
ん草煮  ブロッコリーのあ
えもの  雑炊

ミルク  パンがゆ  野菜のト
マトスープ  鶏ささみとほう
れん草煮  ブロッコリーの
やわらか煮

ミルク  パンがゆ  野菜のト
マトスープ  白身魚とほう
れん草煮  ブロッコリーの
やわらか煮

２金

牛乳  ごはん  五目汁  鮭
の西京焼き  ひじきと大豆
の炒り煮  牛乳  コーン
チーズトースト

ごはん  五目汁  鮭のみそ
煮  ひじきと大豆の炒り煮
ジャムパン

ミルク  全がゆ  大根と人
参のだし汁  白身魚のとろ
とろ煮  大豆と人参のやわ
らか煮

ミルク  五分がゆ  大根と
人参のだし汁  白身魚のと
ろとろ煮  大豆と人参のや
わらか煮

３土
牛乳  豆乳ココア  ホワイト
シチューライス  バナナ
牛乳  クラッカーサンド

豆乳  ごはん  ミルクシ
チュー  バナナ  ジャムパ
ン

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー

４日

５月

牛乳  ごはん  じゃが芋と
ごぼうのみそ汁  豚こま天
きゅうりの華風サラダ  牛
乳  バナナハードケーキ

ごはん  じゃが芋とごぼう
のみそ汁  鶏団子やわら
か煮  きゅうりのあえもの
バナナホットケーキ

ミルク  全がゆ  じゃが芋
のだし汁  鶏団子やわらか
煮  きゅうりのとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  じゃが
芋のだし汁  豆腐やわらか
煮  きゅうりのとろとろ煮

６火

牛乳  ごはん  野菜の昆布
汁  厚揚げのみそ炒め  大
根とツナのあえ物  麦茶
牛乳もち

ごはん  野菜の昆布汁  豆
腐と野菜のみそ煮  大根
のあえもの  きなこかゆ

ミルク  全がゆ  白菜のだ
し汁  豆腐と野菜のとろと
ろ煮  大根のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  白菜の
だし汁  豆腐と野菜のとろ
とろ煮  大根のやわらか煮

牛乳  ごはん  中華風コー ごはん  中華風コーンスー ミルク  全がゆ  人参のだ ミルク  五分がゆ  人参の

７水

牛乳  ごはん  中華風コー
ンスープ  豚肉とキャベツ
のみそ炒め  春雨サラダ
牛乳  煮豆蒸しパン

ごはん  中華風コーンスー
プ  鶏ささみとキャベツの
みそ煮  春雨のあえもの
蒸しパン

ミルク  全がゆ  人参のだ
し汁  鶏ささみとキャベツ
のやわらか煮  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  白身魚とキャベツ
のやわらか煮  もやしと
きゅうりのとろとろ煮

８木

牛乳  食パン  豆乳スープ
チキンのチーズ焼き  パス
タサラダ  牛乳  とりそぼろ
おにぎり

食パン  豆乳スープ  鶏団
子のトマト煮  パスタのあ
えもの  おにぎり

ミルク  パンがゆ  さつま芋
のだし汁  鶏団子のトマト
煮  キャベツときゅうりのと
ろとろ煮

ミルク  パンがゆ  さつま芋
のだし汁  豆腐のトマト煮
キャベツときゅうりのとろと
ろ煮

９金

牛乳  ごはん  豚汁  さん
まの塩焼き  大根のそぼろ
煮  牛乳  チョコっとフレン
チ

ごはん  野菜汁  白身魚の
やわらか煮  大根の鶏そ
ぼろ煮  ジャムパン

ミルク  全がゆ  白菜と人
参のだし汁  白身魚のや
わらか煮  大根の鶏そぼろ
煮

ミルク  五分がゆ  白菜と
人参のだし汁  白身魚の
やわらか煮  大根のとろと
ろ煮

１０土

牛乳  豆乳ココア  カレーラ
イス  ブルーベリーヨーグ
ルト  牛乳  黒糖パン

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
野菜のミルクシチュー

１１日

１２月

牛乳  ごはん  のっぺい汁
味噌かつ  せん野菜  牛乳
おはぎ

ごはん  野菜汁  鶏ささみ
のみそ煮  キャベツのあえ
もの  きなこかゆ

ミルク  全がゆ  人参のだ
し汁  鶏ささみのやわらか
煮  キャベツのとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  人参の
だし汁  豆腐のやわらか煮
キャベツのとろとろ煮

１３火

牛乳  ごはん  なすと玉ね
ぎのみそ汁  肉じゃが  ほ
うれん草の白あえ  牛乳
人参ドーナッツ

ごはん  なすと玉ねぎのみ
そ汁  じゃが芋の鶏そぼろ
煮  ほうれん草の白あえ
人参ホットケーキ

ミルク  全がゆ  なすと玉
ねぎのだし汁  じゃが芋の
鶏そぼろ煮  ほうれん草の
とろとろ煮

ミルク  五分がゆ  なすと
玉ねぎのだし汁  じゃが芋
のやわらか煮  ほうれん草
のとろとろ煮

１４水

牛乳  ごはん  小松菜とな
めこのみそ汁  厚焼き卵
切干し大根の旨煮  牛乳
チーズホットケーキ

ごはん  小松菜となめこの
みそ汁  豆腐と人参のとろ
とろ煮  切干し大根の旨煮
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  人参のやわらか煮

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  人参のやわらか
煮

１５木

牛乳  食パン  野菜スープ
ハンバーグ  きゅうりとコー
ンのサラダ  牛乳  スイート

食パン  野菜スープ  鶏団
子のトマト煮  きゅうりのあ
えもの  さつま芋の甘煮

ミルク  パンがゆ  野菜の
だし汁  鶏団子のトマト煮
きゅうりのとろとろ煮

ミルク  パンがゆ  野菜の
だし汁  白身魚のトマト煮
きゅうりのとろとろ煮ンのサラダ  牛乳  スイート

ポテト
えもの  さつま芋の甘煮 きゅうりのとろとろ煮 きゅうりのとろとろ煮



日付 完了期 後期 中期 初期

１６金

牛乳  ごはん  豆腐とわか
めのみそ汁  白身魚の五
目あんかけ  小松菜の納
豆あえ  牛乳  シュガーラス
ク

ごはん  豆腐とわかめのみ
そ汁  白身魚の野菜あん
かけ  小松菜の納豆あえ
ジャムパン

ミルク  全がゆ  豆腐のだし
汁  白身魚と人参のとろと
ろ煮  小松菜のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  豆腐の
だし汁  白身魚と人参のと
ろとろ煮  小松菜のやわら
か煮

１７土

牛乳  豆乳ココア  ハヤシ
ライス  フルーツカクテル
牛乳  いちごジャムパン

豆乳  ごはん  ミルクシ
チュー  くだもの  いちご
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

１８日

１９月

牛乳  ごはん  かき玉みそ
汁  豚肉のしょうが焼き  ほ
うれん草のごま和え  牛乳
みたらし団子

ごはん  かき玉みそ汁  鶏
ささみのやわらか煮  ほう
れん草のごま和え  きなこ
がゆ

ミルク  全がゆ  大根と人
参のだし汁  鶏ささみのや
わらか煮  ほうれん草のと
ろとろ煮

ミルク  五分がゆ  大根と
人参のだし汁  白身魚のや
わらか煮  ほうれん草のと
ろとろ煮

２０火

牛乳  ごはん  大根と油揚
げのみそ汁  擬製豆腐
キャベツの胡麻マヨネーズ
あえ  牛乳  まんまるじゃが

ごはん  大根と油揚げのみ
そ汁  豆腐と野菜のとろと
ろ煮  キャベツのあえもの
マッシュポテト

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  豆腐と野菜のとろとろ
煮  キャベツのやわらか煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  豆腐と野菜のとろ
とろ煮  キャベツのやわら
か煮

２１水

牛乳  厚揚げカレー  白菜
とハムのサラダ  りんご  牛
乳  お好み焼き

ごはん  ミルクシチュー  白
菜のあえもの  りんご  キャ
ベツのお好み焼き

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  白菜のとろとろ煮
りんご

ミルク  五分がゆ  野菜のミ
ルクシチュー  白菜のとろ
とろ煮  りんご

２２木

牛乳  ロールパン  かぼ
ちゃポタージュ  鶏のから
揚げ  スイートポテトサラダ
ナポリタン  ミニトマト  オレ
ンジ  牛乳  クリスマスケー
キ

ロールパン  かぼちゃポ
タージュ  鶏団子のトマト煮
さつま芋のあえもの  スパ
ゲティーのあえもの  ミニト
マト  ホットケーキ

ミルク  パンがゆ  かぼちゃ
のだし汁  鶏団子のトマト
煮  さつま芋のやわらか煮

ミルク  パンがゆ  かぼちゃ
のだし汁  白身魚のトマト
煮  さつま芋のやわらか煮

２３金

牛乳  豆乳ココア  親子丼 豆乳  ごはん  鶏ささみと野 ミルク  豆乳  全がゆ  鶏さ ミルク  豆乳  五分がゆ  野

２４土
もやしとわかめのみそ汁
牛乳  あんぱん

菜のやわらか煮  もやしと
わかめのみそ汁  ジャムパ
ン

さみと野菜のやわらか煮
もやしのだし汁

菜のやわらか煮  もやしの
だし汁

２５日

２６月

牛乳  ごはん  キャベツの
みそ汁  鶏つくね  ごぼうと
コーンのサラダ  牛乳  どら
焼き

ごはん  キャベツのみそ汁
鶏つくね  人参のあえもの
ホットケーキ

ミルク  全がゆ  キャベツの
だし汁  鶏団子のやわらか
煮  人参のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  キャベツ
のだし汁  豆腐のやわらか
煮  人参のとろとろ煮

２７火
牛乳  けんちんうどん  み
かん  牛乳  せんべい

野菜うどん  みかん  せん
べい

ミルク  野菜うどん  みかん ミルク  野菜うどん  みかん

２８水

牛乳  ミニおにぎり  温そう
めん  牛乳フルーツかんて
ん  牛乳  レーズンパン

野菜うどん  くだもの  ジャ
ムパン

ミルク  野菜うどん  くだも
の

ミルク  野菜うどん  くだも
の

２９木

牛乳  食パン  野菜スープ
白身魚のポテトクリーム焼
き  ゆで野菜  牛乳  昆布
おにぎり

食パン  野菜スープ  白身
魚の豆乳クリーム煮  ゆで
野菜  おにぎり

ミルク  パンがゆ  ほうれん
草のだし汁  白身魚の豆乳
クリーム煮  キャベツとブ
ロッコリーのとろとろ煮

ミルク  パンがゆ  ほうれん
草のだし汁  白身魚の豆乳
クリーム煮  キャベツとブ
ロッコリーのとろとろ煮

○「食」をテーマとした会話の大切さ
　毎日の食卓は、「食育」の絶好の機会でず。子どもと一緒に自然豊かな日本ならではの四季折々の食材に注目しながら
健康的な食生活を楽しみましょう。
・五感を使って楽しく学びましょう

じっくりみてみよう！ においをかいでみよう！

皮をむいて食べてみよう！ 中身の袋をみんなにわけて…

さぁ、いたたきます！

どんな色？
どんなかたち？

どんなにお

皮をむいたら、
また皮が出てきた

ね。 音が聞こえる？
噛んだら汁がいっぱい

出てきたね。どんな味？ね。 音が聞こえる？


