七飯ほんちょう
保育園
日付

１木

２金

完了期

後期

中期

初期

牛乳 食パン ミネストロー
ネスープ チーズインハン
バーグ ブロッコリーのマヨ
ネーズあえ 牛乳 きな粉
おはぎ
牛乳 ごはん 五目みそ汁
さばの塩焼き ひじきと大
豆の炒り煮 牛乳 小倉豆
乳ゼリー

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 き
なこおにぎり

ミルク パンがゆ 野菜の
だし汁 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
だし汁 白身魚のやわらか
煮 ブロッコリーのとろとろ
煮

ごはん 五目みそ汁 白身 ミルク 全がゆ 大根と人
魚のやわらか煮 ひじきと 参のだし汁 白身魚のやわ
大豆の炒り煮 くだもの
らか煮 人参と大豆のとろ
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 人参と大豆のと
ろとろ煮

牛乳 豆乳ココア ハヤシ

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
菜のミルクシチュー

３土 ライス バナナ 牛乳 レー チュー バナナ ジャムパン クシチュー
ズンパン

４日
５月

６火

７水

８木

牛乳 ごはん 納豆と野菜
のみそ汁 肉じゃが ほう
れん草のサラダ 牛乳 あ
んかけうどん
牛乳 ごはん かに豆腐汁
ひき肉の春巻き きゅうりの
華風サラダ 牛乳 煮豆蒸
しパン
牛乳 ごはん 大根と厚揚
げのみそ汁 豚肉の柳川
風煮物 白菜のりあえ 牛
乳 チョコっとフレンチ

ミルク 全がゆ 大根のだし
汁 鶏ささみとじゃが芋の
やわらか煮 ほうれん草の
とろとろ煮
ミルク 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 大根の
だし汁 じゃが芋のやわら
か煮 ほうれん草のとろと
ろ煮
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

ごはん 大根と厚揚げのみ ミルク 全がゆ 大根のだし ミルク 五分がゆ 大根の
そ汁 鶏ささみと野菜のや 汁 鶏ささみと野菜のやわ だし汁 豆腐と野菜のやわ
わらか煮 白菜のあえもの らか煮 白菜のとろとろ煮 らか煮 白菜のとろとろ煮
ジャムパン

牛乳 食パン 野菜スープ 食パン 野菜スープ 鶏団 ミルク パンがゆ 野菜
ミルク パンがゆ 野菜
鶏肉の照り焼き スイート 子のやわらか煮 さつま芋 スープ 鶏団子のやわらか スープ 豆腐のやわらか煮
ポテトサラダ 牛乳 昆布 のあえもの 昆布おにぎり 煮 さつま芋のとろとろ煮 さつま芋のとろとろ煮
おにぎり

牛乳 ごはん けんちん汁
鮭の西京焼き れんこんの
９金 きんぴら 牛乳 フルーツ
ゼリー
牛乳 豆乳ココア カレーラ
１０土 イス イチゴヨーグルト 牛
乳 あんぱん

１１日

ごはん 納豆と野菜のみそ
汁 鶏ささみとじゃが芋の
やわらか煮 ほうれん草の
あえもの 野菜うどん
ごはん かに豆腐汁 鶏団
子のやわらか煮 きゅうり
のあえもの 蒸しパン

ごはん けんちん汁 鮭の ミルク 全がゆ 大根と人 ミルク 五分がゆ 大根と
みそ煮 人参のやわらか煮 参のだし汁 白身魚のとろ 人参のだし汁 白身魚のと
くだもの
とろ煮 人参のやわらか煮 ろとろ煮 人参のやわらか
煮
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
チュー ヨーグルト ジャム クシチュー
菜のミルクシチュー
パン

〈建国記念の日〉

１２月

〈振替休日〉
牛乳 ごはん 切干しと里
芋のみそ汁 豚肉と野菜の
１３火 ごま炒め コロコロサラダ
牛乳 ドーナツ
牛乳 ごはん もやしとわ
かめのみそ汁 肉豆腐 ほ
１４水 うれん草のおかか和え 牛
乳 豆乳ケーキ

ごはん 切干しと里芋のみ
そ汁 鶏団子のとろとろ煮
えだまめと人参のあえもの
ホットケーキ
ごはん もやしとわかめの
みそ汁 豆腐のそぼろ煮
ほうれん草のおかか和え
くだもの

牛乳 食パン ミルクスープ 食パン ミルクスープ かぼ
パンプキンオムレツ パス ちゃのやわらか煮 パスタ
１５木 タサラダ 牛乳 おやつ雑 のあえもの おやつ雑炊
炊
牛乳 ごはん 豚汁 白身
魚の磯辺揚げ きゅうりと
１６金 いり卵のサラダ 牛乳
チーズラスク
牛乳 豆乳ココア ホワイト
シチューライス フルーツカ
１７土 クテル 牛乳 いちごジャム
パン

ミルク 全がゆ 玉ねぎの
だし汁 鶏団子のとろとろ
煮 人参のやわらか煮

ミルク 五分がゆ 玉ねぎ
のだし汁 白身魚のとろと
ろ煮 人参のやわらか煮

ミルク 全がゆ もやしのだ ミルク 五分がゆ もやしの
し汁 豆腐のそぼろ煮 ほ だし汁 豆腐のとろとろ煮
うれん草のやわらか煮
ほうれん草のやわらか煮
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

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

ごはん 野菜のみそ汁 白 ミルク 全がゆ さつま芋の ミルク 五分がゆ さつま芋
身魚のやわらか煮 きゅう だし汁 白身魚のやわらか のだし汁 白身魚のやわら
りのあえもの ジャムパン 煮 きゅうりのとろとろ煮
か煮 きゅうりのとろとろ煮
豆乳 ごはん ミルクシ
チュー フルーツカクテル
ジャムパン

豆乳 全がゆ ミルクシ
チュー

豆乳 五分がゆ 野菜のミ
ルクシチュー

日付

完了期

後期

中期

初期

ミルク 全がゆ じゃが芋の
だし汁 鶏ささみと大根の
やわらか煮 小松菜のとろ
とろ煮

ミルク 五分がゆ じゃが芋
のだし汁 豆腐と大根のや
わらか煮 小松菜のとろと
ろ煮

牛乳 ごはん 白菜とえの
きのみそ汁 ピーマンの細
切り炒め 切干し大根のサ
ラダ 牛乳 ミニアメリカン
ドッグ
牛乳 白身魚フライのカ
レー きゅうりとコーンのサ
ラダ みかん 牛乳 フルー
ツ白玉
牛乳 食パン 野菜スープ
肉団子のケチャップ煮 ゆ
で野菜 牛乳 ココアブラウ
ニー
牛乳 ごはん さつま汁 赤
魚といんげんの煮付け 白
あえ 牛乳 バナナパン
ケーキ

ごはん 白菜とえのきのみ ミルク 全がゆ 白菜のだし
そ汁 鶏団子のやわらか煮 汁 鶏団子のやわらか煮
きゅうりと人参のあえもの きゅうりと人参のとろとろ煮
ホットケーキ

ミルク 五分がゆ 白菜の
だし汁 白身魚のやわらか
煮 きゅうりと人参のとろと
ろ煮

牛乳 豆乳ココア マー

豆乳 ごはん 豆腐のそぼ 豆乳 ミルク 全がゆ 豆腐 豆乳 ミルク 五分がゆ 豆
のそぼろ煮 キャベツのだ 腐のとろとろ煮 キャベツ
ムパン
し汁
のだし汁

１８日
牛乳 ごはん じゃが芋とき
ぬさやのみそ汁 鶏肉とた
１９月 まごの煮物 小松菜のごま
あえ 牛乳 お好み焼き

20火

21水

２２木

２３金

ごはん じゃが芋ときぬさ
やのみそ汁 鶏ささみと大
根のやわらか煮 小松菜
のごまあえ キャベツ焼き

ごはん ミルクシチュー
ミルク 全がゆ ミルクシ
ミルク 五分がゆ 野菜のミ
きゅうりのあえもの みかん チュー きゅうりのあえもの ルクシチュー きゅうりのあ
くだもの
みかん
えもの みかん
食パン 野菜スープ 鶏団 ミルク パンがゆ ほうれん
子のトマト煮 ゆで野菜
草のだし汁 鶏団子のトマ
ホットケーキ
ト煮 キャベツとブロッコ
リーのとろとろ煮
ごはん さつま汁 白身魚 ミルク 全がゆ さつま芋の
のやわらか煮 白あえ バ だし汁 白身魚のやわらか
ナナホットケーキ
煮 ほうれん草のとろとろ
煮

ミルク パンがゆ ほうれん
草のだし汁 豆腐のトマト
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 さつま芋
のだし汁 白身魚のやわら
か煮 ほうれん草のとろと
ろ煮

２４土 ボー豆腐丼 わかめスープ ろ煮 わかめスープ ジャ
牛乳 ごまパン

２５日
牛乳 ごはん 小松菜とな ごはん 小松菜となめこの ミルク 全がゆ 小松菜の
めこのみそ汁 五目厚焼き みそ汁 豆腐のとろとろ煮 だし汁 豆腐のとろとろ煮
２６月 卵 野菜炒め 牛乳 いち 野菜のあえもの くだもの キャベツのやわらか煮
ご豆乳ゼリー

ミルク 五分がゆ 小松菜
のだし汁 豆腐のとろとろ
煮 キャベツのやわらか煮

牛乳 ごはん 鶏肉と冬野
菜のみそ汁 厚揚げのそ
２７火 ぼろ煮 白菜のサラダ 牛
乳 パウンドケーキ

ミルク 五分がゆ 大根と
人参のだし汁 豆腐のやわ
らか煮煮 白菜のとろとろ
煮

牛乳 ミートスパゲティー
きのこのスープ フルーツ
２８水 ヨーグルト 牛乳 ジャム
ロール
★だしの秘密

ごはん 鶏肉と冬野菜のみ ミルク 全がゆ 大根と人
そ汁 豆腐のそぼろ煮 白 参のだし汁 豆腐のそぼろ
菜のあえもの ホットケー 煮 白菜のとろとろ煮
キ

野菜うどん ヨーグルトあえ ミルク 野菜うどん ヨーグ ミルク 野菜うどん ヨーグ
ジャムロール
ルトあえ
ルトあえ

1、おいしさの秘密は「うま味」
だしの主成分は、昆布、かつお、煮干しなどに含まれるうま味成分です。「うま味」にとは基本の味(甘味・塩味・酸味・辛味・うま味)の
ひとつで、深いコクやまろやかさ、独特な風味があり、素材の味わいを引きだします。和食を“おいしい”と感じるのは、
だしの「うま味」のおかげです。
だしには地域性があり、郷土料理の特徴のひとつです。かつお節、さば節、
むろあじ節、いわし煮干しなどが使われ、それぞれに風味とうま味に
違いがあります。

2、「うま味」は先天的に好む味
うま味成分のひとつで、例えば昆布などに含まれるグルタミン酸は、
健康を支えるアミノ酸で、生まれたての赤ちゃんが飲む「母乳」にも
たくさん含まれています。「うま味」は先天的に誰もが好む味だと
言われています。

3、「風味」は学習が必要
だしには「うま味」とともに「風味」があります。「うま味」が先天的に好まれる一方で、「風味」は後天的なものだと言われています。
だしのフワッとかおる匂いは、海外の人には好まれないそうです。だしをおいしいと思えるのは食体験があるからこそ。
健康的な和食をおいしく味わうためには、乳幼児期から繰り返し“だし”に触れ、風味に慣れる必要があります。

