
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  豆腐のわか
めのみそ汁  シュウマイ
春雨サラダ  牛乳  チーズ
ホットケーキ

ごはん  豆腐のわかめの
みそ汁  鶏団子のやわらか
煮  春雨のあえもの  ホット
ケーキ

ミルク  全がゆ  豆腐のだし
汁  鶏団子のやわらか煮
きゅうりのとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  豆腐の
だし汁  白身魚のやわらか
煮  きゅうりのとろとろ煮

３火

牛乳  ごはん  もやしのみ
そ汁  とんちゃん焼き  きゅ
うりの華風サラダ  牛乳
豆乳フレンチトースト

ごはん  もやしのみそ汁
鶏ささみのやわらか煮
きゅうりのあえもの  ジャム
パン

ミルク  全がゆ  もやしのだ
し汁  鶏ささみのやわらか
煮  きゅうりのとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  もやしの
だし汁  豆腐のやわらか煮
きゅうりのとろとろ煮

４水

牛乳  ごはん  大根と油揚
げのみそ汁  じゃが芋とツ
ナの煮物  小松菜のごまあ
え  麦茶  牛乳フルーツか
んてん

ごはん  大根と油揚げのみ
そ汁  じゃが芋の煮物  小
松菜のごまあえ  くだもの

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  じゃが芋のやわらか煮
小松菜のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  じゃが芋のやわら
か煮  小松菜のとろとろ煮

５木

牛乳  食パン  マカロニ
スープ  肉団子の揚げ煮
スイートポテトサラダ  牛乳
おやつ焼きうどん

食パン  マカロニスープ  鶏
団子のやわらか煮  さつま
芋のあえもの  野菜うどん

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  鶏団子のやわら
か煮  さつま芋のとろとろ
煮

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  白身魚のやわら
か煮  さつま芋のとろとろ
煮

６金

牛乳  ごはん  豚汁  さわら
の塩焼き  ひじき煮  牛乳
かぼちゃもち

ごはん  白菜と人参のみそ
汁  白身魚のやわらか煮
ひじき煮  かぼちゃの甘煮

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

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  大豆と人参のと
ろとろ煮

牛乳  豆乳ココア  カレーラ 豆乳  ごはん  ミルクシ ミルク  豆乳  全がゆ  ミル ミルク  豆乳  五分がゆ  野

７土
牛乳  豆乳ココア  カレーラ
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  野
菜のミルクシチュー

８日

９月 〈体育の日〉

１０火

牛乳  ごはん  白菜とえの
きのみそ汁  ちくわの磯辺
焼き　筑前煮  牛乳  フ
ルーツゼリー

ごはん  白菜とえのきのみ
そ汁  鶏ささみと野菜のや
わらか煮  豆腐のとろとろ
煮  くだもの

ミルク  全がゆ  白菜のだし
汁  鶏ささみと野菜のやわ
らか煮  豆腐のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  白菜の
だし汁  白身魚と野菜のや
わらか煮  豆腐のとろとろ
煮

１１水

牛乳  ごはん  五目汁  松
風焼き  白菜のドレッシン
グあえ  牛乳  パンプティン
グ

ごはん  五目汁  鶏団子の
みそ煮  白菜のあえもの
ジャムパン

ミルク  全がゆ  大根と人
参のだし汁  鶏団子のやわ
らか煮  白菜のあえもの

ミルク  五分がゆ  大根と
人参のだし汁  豆腐のとろ
とろ煮  白菜のあえもの

１２木

牛乳  食パン  ミルクスープ
パンプキンオムレツ  キャ
ベツのツナマヨネーズあえ
牛乳  鮭おにぎり

食パン  ミルクスープ  鶏さ
さみとかぼちゃのやわらか
煮  キャベツのあえもの  お
にぎり

ミルク  全がゆ  玉ねぎの
だし汁  鶏ささみとかぼちゃ
のやわらか煮  キャベツの
とろとろ煮

ミルク  五分がゆ  玉ねぎ
のだし汁  かぼちゃのやわ
らか煮  キャベツのとろとろ
煮

１３金

牛乳  ごはん  じゃが芋とご
ぼうのみそ汁  白身魚のカ
リカリフライ  ほうれん草の
磯あえ  牛乳  さつま芋蒸
しパン

ごはん  じゃが芋とごぼう
のみそ汁  白身魚のやわら
か煮  ほうれん草の磯あえ
さつま芋蒸しパン

ミルク  全がゆ  じゃが芋の
だし汁  白身魚のやわらか
煮  ほうれん草のとろとろ
煮

ミルク  五分がゆ  じゃが芋
のだし汁  白身魚のやわら
か煮  ほうれん草のとろと
ろ煮

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  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  野
菜のミルクシチュー

１５日

１６月

牛乳  ごはん  小松菜とな
めこのみそ汁  厚揚げの
ミートソース煮  切干し大根
のサラダ  牛乳  人参の
カップケーキ

ごはん  小松菜となめこの
みそ汁  豆腐のそぼろあん
かけ  きゅうりのあえもの
人参のホットケーキ

ミルク  全がゆ  小松菜と
大根のだし汁  豆腐のそぼ
ろあんかけ  きゅうりのや
わらか煮

ミルク  五分がゆ  小松菜
と大根のだし汁  豆腐のと
ろとろ煮  きゅうりのやわら
か煮

カップケーキ

１７火

牛乳  ごはん  なすと玉ね
ぎのみそ汁  鶏肉のすき焼
き風煮物  ごぼうとコーン
のサラダ  麦茶  フルーチェ

ごはん  なすと玉ねぎのみ
そ汁  鶏ささみと野菜のや
わらか煮  人参のあえもの
くだもの

ミルク  全がゆ  なすと玉ね
ぎのだし汁  鶏ささみと野
菜のやわらか煮  人参のと
ろとろ煮

ミルク  五分がゆ  なすと玉
ねぎのだし汁  白身魚と野
菜のやわらか煮  人参のと
ろとろ煮



日付 完了期 後期 中期 初期

１８水

牛乳  秋のカレーライス
きゅうりとコーンのサラダ
杏仁豆腐  牛乳  ホットドッ
グ

ごはん  ミルクシチュー
きゅうりのあえもの  くだも
の  ジャムパン

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  くだもの  きゅうりの
やわらか煮

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  くだもの  きゅうりの
やわらか煮

１９木

牛乳  食パン  野菜スープ
キャベツ畑のミンチかつ
マカロニサラダ  牛乳  ココ
アケーキ

食パン  野菜スープ  鶏団
子のトマト煮  マカロニのあ
えもの  ホットケーキ

ミルク  パンがゆ  ほうれん
草のだし汁  鶏団子のトマ
ト煮  人参ときゅうりのやわ
らか煮

ミルク  パンがゆ  ほうれん
草のだし汁  豆腐のトマト
煮  人参ときゅうりのやわら
か煮

２０金

牛乳  ごはん  さつま汁  さ
ばの照り焼き  おからサラ
ダ  牛乳  コーンパン

ごはん  さつま汁  白身魚
のやわらか煮  ブロッコ
リーのあえもの  ホットケー
キ

ミルク  全がゆ  さつま芋と
白菜のだし汁  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
と白菜のだし汁  白身魚の
やわらか煮  ブロッコリー
のとろとろ煮

２１土

牛乳  豆乳ココア  マー
ボー豆腐どん  わかめスー
プ  牛乳  ジャムパン

豆乳  豆腐のそぼろあんか
け  キャベツのだし汁  ジャ
ムパン

ミルク  豆乳  全がゆ  豆腐
のそぼろ煮  キャベツのだ
し汁

ミルク  豆乳  五分がゆ  豆
腐のとろとろ煮  キャベツ
のだし汁

２２日

２３月

牛乳  ごはん  切干しと玉
ねぎのみそ汁  ピーマンの
細切り炒め  ほうれん草の
ナムル  牛乳  おからドー
ナツ

ごはん  切干しと玉ねぎの
みそ汁  鶏ささみと人参の
やわらか煮  ほうれん草の
あえもの  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  玉ねぎの
みそ汁  鶏ささみと人参の
やわらか煮  ほうれん草の
とろとろ煮

ミルク  五分がゆ  玉ねぎ
のみそ汁  白身魚と人参の
やわらか煮  ほうれん草の
とろとろ煮

２４火

牛乳  ごはん  キャベツの
みそ汁  大豆の天ぷら
きゅうりの昆布あえ  牛乳
ピザトースト

ごはん  キャベツのみそ汁
大豆と玉ねぎのやわらか
煮  きゅうりのあえもの
ジャムパン

ミルク  全がゆ  キャベツの
だし汁  大豆と玉ねぎのや
わらか煮  きゅうりのとろと
ろ煮

ミルク  五分がゆ  キャベツ
のだし汁  大豆と玉ねぎの
やわらか煮  きゅうりのとろ
とろ煮

２５水
牛乳  昆布おにぎり  焼き
そば  中華風コーンスープ
柿  牛乳  豆腐団子(きな

おにぎり  野菜うどん  柿
きなこおにぎり

ミルク  野菜うどん  柿 ミルク  野菜うどん  柿

柿  牛乳  豆腐団子(きな
粉)

２６木

牛乳  ごはん  ミネストロー
ネスープ  チキンのチーズ
焼き  白菜とハムのサラダ
牛乳  おやつ雑炊

ごはん  ミネストローネスー
プ  鶏ささみのトマト煮  白
菜のあえもの  おやつ雑炊

ミルク  全がゆ  野菜のだし
汁  鶏ささみのトマト煮  白
菜のあえもの

ミルク  五分がゆ  野菜の
だし汁  豆腐のトマト煮  白
菜のあえもの

２７金

牛乳  ごはん  けんちん汁
さけのちゃんちゃん焼き  も
やしの納豆和え  牛乳  二
色ゼリー

ごはん  けんちん汁  さけと
キャベツのみそ煮  もやし
の納豆和え  くだもの

ミルク  全がゆ  大根と人
参のだし汁  白身魚とキャ
ベツのとろとろ煮  もやしと
小松菜のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  大根と
人参のだし汁  白身魚と
キャベツのとろとろ煮  もや
しと小松菜のやわらか煮

２８土
牛乳  豆乳ココア  ハヤシ
ライス  バナナ  牛乳  黒糖
パン

豆乳  ごはん  ミルクシ
チュー  バナナ  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  かぶとごぼ
うのみそ汁  擬製豆腐
キャベツの胡麻マヨネーズ
あえ  牛乳  ミニアメリカン
ドッグ

ごはん  かぶとごぼうのみ
そ汁  豆腐のそぼろ煮
キャベツのあえもの  ホット
ケーキ

ミルク  全がゆ  かぶのだし
汁  豆腐のそぼろ煮  キャ
ベツのやわらか煮

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

３１火

牛乳  ごはん  かぼちゃの
スープ  ミートボールのトマ
ト煮  ゆで野菜  牛乳  秋の
実りケーキ

ごはん  かぼちゃのスープ
鶏団子のトマト煮  ゆで野
菜  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  かぼちゃの
だし汁  鶏団子のトマト煮
キャベツのだし汁

ミルク  五分がゆ  かぼちゃ
のだし汁  白身魚のトマト
煮  キャベツのだし汁

◆旬のりんご！　食べ方いろいろ

生でそのまま食べる
→シャキシャキした触感と甘酸っぱさ

〈焼きリンゴの作り方〉
　　　　　　　　　　　　　　[材料]　　　りんご１個　砂糖　大さじ1　油小さじ1

サラダに入れる 　　　　　　　　　　　　　　[作り方]
→酸味と甘みで野菜のおいしさアップ　　 　　　　　　　　　1　りんごをくし形に切る。

　　　　　　　　　 　　　　　　　　２　油をひいたフライパンで１を焼く。
　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　３　表面が色づいたら砂糖を加えてじっくり焼く。　　　　　　　　　　　 　　　　　　　　３　表面が色づいたら砂糖を加えてじっくり焼く。

焼く
→生とは違った食感と凝縮された甘み


