
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  白菜とえの
きのみそ汁  鶏のから揚げ
ごま風味  きゅうりの華風
サラダ  牛乳  バナナハー
ドケーキ

ごはん  白菜とえのきのみ
そ汁  鶏ささみのやわらか
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  白菜のだし
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  白菜の
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  じゃが芋とき
ぬさやのみそ汁  千草焼き
ごぼうとコーンのサラダ  牛
乳  ポンデ風ドーナツ

ごはん  じゃが芋ときぬさ
やのみそ汁  豆腐と野菜の
とろとろ煮  人参のあえも
の  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  じゃが芋の
だし汁  豆腐と野菜のとろ
とろ煮  人参のやわらか煮

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  人参のやわらか
煮

４水

牛乳  ごはん  中華スープ
マーボー豆腐（キッズ）  ほ
うれん草のナムル  牛乳
オレンジゼリー

ごはん  中華スープ  豆腐
のそぼろあんかけ  ほうれ
ん草のあえもの  くだもの

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  豆腐のそぼろあんかけ
ほうれん草のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  豆腐のあんかけ
ほうれん草のとろとろ煮

５木

牛乳  食パン  野菜スープ
煮込みハンバーグ  ブロッ
コリーのミモザサラダ  牛
乳  とりそぼろおにぎり

食パン  野菜スープ  鶏団
子のトマト煮  ブロッコリー
のあえもの  とりそぼろお
にぎり

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  鶏団子のトマト
煮  ブロッコリーのとろとろ
煮

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  白身魚のトマト
煮  ブロッコリーのとろとろ
煮

６金

牛乳  ごはん  五目みそ汁
鮭の照り焼き  大根の肉み
そかけ  牛乳  ごまトースト

ごはん  五目みそ汁  鮭の
やわらか煮  大根のみそ煮
ジャムパン

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  大根のとろと
ろ煮

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  大根のとろ
とろ煮

７土
牛乳  豆乳ココア  ドライカ
レーライス  バナナヨーグ

豆乳  ごはん  ミルクシ
チュー  バナナヨーグルト

ミルク  豆乳  全がゆ  ミル
クシチュー  バナナ

ミルク  豆乳  五分がゆ  ミ
ルクシチュー  バナナ７土 レーライス  バナナヨーグ

ルト  牛乳  黒糖パン
チュー  バナナヨーグルト
ジャムパン

クシチュー  バナナ ルクシチュー  バナナ

８日

９月

牛乳  ごはん  小松菜とな
めこのみそ汁  じゃが芋と
ツナの煮物  切干し大根と
ひじきのサラダ  牛乳  お
やつ・肉みそうどん

ごはん  小松菜となめこの
みそ汁  じゃが芋のやわら
か煮  切干し大根のあえも
の  おやつ野菜うどん

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

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

１０火

牛乳  ごはん  玉ねぎとわ
かめのみそ汁  厚揚げの
そぼろ煮  キャベツのゆか
りあえ  牛乳  小豆蒸しパ
ン

ごはん  玉ねぎとわかめの
みそ汁  豆腐のそぼろあん
かけ  キャベツのあえもの
小豆蒸しパン

ミルク  全がゆ  玉ねぎの
だし汁  豆腐のそぼろあん
かけ  キャベツのやわらか
煮

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

１１水

牛乳  ごはん  豆腐すまし
汁  豚肉と新たまねぎのソ
テー  白菜とハムのサラダ
牛乳  ココアプリン

ごはん  豆腐すまし汁  鶏
ささみのトマト煮  白菜のあ
えもの  くだもの

ミルク  全がゆ  豆腐のだし
汁  鶏ささみのトマト煮  白
菜のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  豆腐の
だし汁  白身魚のトマト煮
白菜のとろとろ煮

１２木

牛乳  食パン  かぼちゃの
豆乳スープ  チキンのチー
ズ焼き  マカロニサラダ  麦
茶  牛乳もち

食パン  かぼちゃの豆乳
スープ  鶏団子のやわらか
煮  マカロニのあえもの  き
なこおにぎり

ミルク  パンがゆ  かぼちゃ
のだし汁  鶏団子のやわら
か煮  きゅうりと人参のとろ
とろ煮

ミルク  パンがゆ  かぼちゃ
のだし汁  豆腐のやわらか
煮  きゅうりと人参のとろと
ろ煮

１３金

牛乳  ごはん  もやしと大
根のだし汁  たらのケ
チャップあんかけ  ほうれ
ん草とチーズの納豆あえ
牛乳  豆乳フレンチトースト

ごはん  もやしと大根のだ
し汁  白身魚のとろとろ煮
ほうれん草のあえもの
ジャムパン

ミルク  全がゆ  もやしと大
根のだし汁  白身魚のとろ
とろ煮  ほうれん草のやわ
らか煮

ミルク  五分がゆ  もやしと
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

１４土
牛乳  豆乳ココア  ハヤシ
ライス  りんご  牛乳  ジャ
ムパン

豆乳  ごはん  ミルクシ
チュー  りんご  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  ミ
ルクシチュー

１５日

牛乳  ごはん  中華風コー
ンスープ  シュウマイ  春雨

ごはん  中華風コーンスー
プ  鶏団子のやわらか煮

ミルク  全がゆ  人参のだし
汁  鶏団子のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  人参の
だし汁  白身魚のやわらか

１６月
ンスープ  シュウマイ  春雨
サラダ  牛乳  みたらし団
子

プ  鶏団子のやわらか煮
春雨のあえもの  きなこお
にぎり

汁  鶏団子のやわらか煮
きゅうりのとろとろ煮

だし汁  白身魚のやわらか
煮  きゅうりのとろとろ煮



日付 完了期 後期 中期 初期

１７火

牛乳  ごはん  キャベツの
みそ汁  豚こま天  いんげ
んとささ身のマヨネーズあ
え  麦茶  フルーチェ

ごはん  キャベツのみそ汁
ささ身のやわらか煮  いん
げんのあえもの  くだもの

ミルク  全がゆ  キャベツの
だし汁  大豆のやわらか煮
人参のとろとろ煮

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

１８水

牛乳  チキンカレー  きゅう
りとコーンのサラダ  オレン
ジ  牛乳  ホットケーキ

ごはん  ミルクシチュー
きゅうりのあえもの  オレン
ジ  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  きゅうりのやわらか
煮  オレンジ

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  きゅうりのやわらか
煮  オレンジ

１９木

牛乳  食パン  ポテトスープ
オムレツのミートソースが
け  ブロッコリーの三色サラ
ダ  牛乳  みそ焼きおにぎ
り

食パン  ポテトスープ  豆腐
のそぼろあんかけ  ブロッ
コリーのあえもの  おかか
おにぎり

ミルク  全がゆ  じゃが芋の
だし汁  豆腐のそぼろあん
かけ  ブロッコリーのやわら
か煮

ミルク  五分がゆ  じゃが芋
のだし汁  豆腐のとろとろ
煮  ブロッコリーのやわら
か煮

２０金

牛乳  ごはん  五目かきた
ま汁  さばと玉ねぎのみそ
煮  コロコロサラダ  牛乳
さつま芋のようかん

ごはん  五目かきたま汁
白身魚のみそ煮  人参の
あえもの  さつま芋のきん
とん

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  白身魚のやわらか煮
人参のとろとろ煮

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

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  レーズンパン

豆乳  ごはん  豆腐のそぼ
ろあんかけ  わかめスープ
ジャムパン

ミルク  豆乳  全がゆ  豆腐
のそぼろあんかけ  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  豆腐と菜の
花のみそ汁  ちくわの磯辺
焼き　筑前煮  牛乳  牛乳
フルーツかんてん

ごはん  豆腐と菜の花のみ
そ汁  豆腐のとろとろ煮
野菜のやわらか煮  くだも
の

ミルク  全がゆ  なすと玉ね
ぎのだし汁  人参のやわら
か煮  豆腐のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  なすと玉
ねぎのだし汁  人参のやわ
らか煮  豆腐のとろとろ煮

２４火

牛乳  ごはん  なすと玉ね
ぎのみそ汁  大豆の天ぷら
キャベツの胡麻マヨネーズ
あえ  牛乳  青菜のカップ
ケーキ

ごはん  なすと玉ねぎのみ
そ汁　大豆のやわらか煮
キャベツのあえもの  青菜
のホットケーキ

ミルク  全がゆ  豆腐のだし
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  豆腐の
だし汁  白身魚のやわらか
煮  キャベツのとろとろ煮

ケーキ

２５水

牛乳  昆布おにぎり  カレー
にゅうめん  フルーツのゼ
リーがけ  牛乳  生どらや
き

おにぎり  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

２６木

牛乳  食パン  野菜スープ
ポークチャップ  マセドアン
サラダ  牛乳  苺ミルクプリ
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  ほうれん
草のだし汁  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  ほうれん
草のだし汁  白身魚のトマ
ト煮  じゃが芋のとろとろ煮

２７金

牛乳  ごはん  豚汁  さわら
の揚げ煮  ひじきとほうれ
ん草のサラダ  牛乳  ジャ
ムサンド

ごはん  野菜のみそ汁  白
身魚のやわらか煮  ほうれ
ん草のあえもの  ジャムサ
ンド

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

２８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  ミ
ルクシチュー

２９日 〈昭和の日〉

３０月 〈振替休日〉

お友達も増えて、新しいクラスでのわくわく新年度スタートです。
「給食大好きー!!」っと言ってもらえるよう調理員一同
心込めて作っていきます。
なんでもモリモリ食べ、体調を整え、元気に保育園で過ごしましょう。

栄養士の

池田です


