
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  カレーラ
イス  バナナ  牛乳  豆パン

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  ミ
ルクシチュー

２日

３月

牛乳  ごはん  大根と厚揚
げのみそ汁  肉じゃが
キャベツの胡麻マヨネーズ
あえ  牛乳  黒糖蒸しパン

ごはん  大根と厚揚げのみ
そ汁  じゃが芋のやわらか
煮  キャベツのあえもの
蒸しパン

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  じゃが芋のやわらか煮
キャベツのとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  じゃが芋のやわら
か煮  キャベツのとろとろ
煮

４火

牛乳  ごはん  さつま芋と
わかめのみそ汁  豚こま天
ほうれん草のおかか和え
牛乳  おやつ・ホットドッグ

ごはん  さつま芋とわかめ
のみそ汁  鶏ささみのやわ
らか煮  ほうれん草のおか
か和え  ジャムパン

ミルク  全がゆ  さつま芋の
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  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

５水

牛乳  ごはん  はるさめ
スープ  野菜たっぷり夏
マーボー  きゅうりと人参の
昆布あえ  牛乳  パイナッ
プルゼリー

ごはん  はるさめスープ
豆腐のそぼろ煮  きゅうりと
人参の昆布あえ  くだもの

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  豆腐のそぼろ煮  きゅう
りのとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  豆腐のそぼろ煮
きゅうりのとろとろ煮

６木

牛乳  食パン  野菜スープ
煮込みハンバーグ  ゆで野
菜  牛乳  じゃこごまおにぎ
り

食パン  野菜スープ  鶏団
子のトマト煮  ゆで野菜
じゃこごまおにぎり

食パン  ほうれん草のだし
汁  鶏団子のトマト煮  キャ
ベツのやわらか煮

食パン  ほうれん草のだし
汁  白身魚のトマト煮  キャ
ベツのやわらか煮

７金

牛乳  ごはん  けんちん汁
さばのみそ照り焼き  切干
し大根の旨煮  牛乳  マカ

ごはん  けんちん汁  白身
魚のみそ煮  切干し大根の
旨煮  マカロニのトマト煮

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  人参のやわらか煮し大根の旨煮  牛乳  マカ

ロニのトマト煮
旨煮  マカロニのトマト煮 人参のやわらか煮 煮  人参のやわらか煮

８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  ジャムパン

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

９日

１０月

牛乳  ごはん  じゃが芋とき
ぬさやのみそ汁  豚肉のす
き焼き風煮物  おからサラ
ダ  牛乳  ココアホットケー
キ

ごはん  じゃが芋ときぬさ
やのみそ汁  鶏団子と野菜
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  じゃが芋の
だし汁  鶏団子と野菜のや
わらか煮  ブロッコリーのあ
えもの

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  ブロッコリーのあ
えもの

１１火

牛乳  ごはん  キャベツの
みそ汁  擬製豆腐  ごぼう
とコーンのサラダ  牛乳  ツ
ナマヨネーズトースト

ごはん  キャベツのみそ汁
豆腐のとろとろ煮  人参の
あえもの  ジャムパン

ミルク  全がゆ  キャベツの
だし汁  豆腐のとろとろ煮
人参のあえもの

ミルク  五分がゆ  キャベツ
のだし汁  豆腐のとろとろ
煮  人参のあえもの

１２水

牛乳  ごはん  なすと玉ね
ぎのみそ汁  豚肉のカレー
風味焼き  春雨サラダ  牛
乳  米粉ドーナツ

ごはん  なすと玉ねぎのみ
そ汁  鶏ささみのやわらか
煮  春雨のあえもの  米粉
ホットケーキ

ミルク  全がゆ  なすと玉ね
ぎのだし汁  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  なすと玉
ねぎのだし汁  白身魚のや
わらか煮  きゅうりのとろと
ろ煮

１３木

牛乳  食パン  野菜スープ
ナゲット  白菜ハムのサラ
ダ  牛乳  みたらし団子

食パン  野菜スープ  鶏団
子のやわらか煮  白菜のあ
えもの  きなこおにぎり

ミルク  パンがゆ  キャベツ
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  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  豆腐のやわらか
煮  きゅうりのとろとろ煮

１４金

牛乳  ごはん  五目みそ汁
さけの塩焼き  筑前煮  牛
乳  牛乳フルーツかんてん

牛乳  ごはん  五目みそ汁
さけの塩焼き  ごぼうと人
参のやわらか煮  牛乳  く
だもの

ミルク  全がゆ  大根と人
参のだし汁  白身魚のやわ
らか煮  人参のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  大根と
人参のだし汁  白身魚のや
わらか煮  人参のやわらか
煮

１５土
牛乳  豆乳ココア  ハヤシ
ライス  ブルーベリーヨーグ
ルト  牛乳  バターパン

豆乳  ごはん  ミルクシ
チュー  ブルーベリーヨー
グルト  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

１７月 〈敬老の日〉



日付 完了期 後期 中期 初期

１８火

牛乳  ごはん  切干しと里
芋のみそ汁  ひき肉の春巻
き  ほうれん草のナムル
牛乳  チーズラスク

ごはん  切干しと里芋のみ
そ汁  鶏団子のやわらか煮
ほうれん草のあえもの
ジャムパン

ミルク  全がゆ  玉ねぎの
だし汁  鶏団子のやわらか
煮  ほうれん草のとろとろ
煮

ミルク  五分がゆ  玉ねぎ
のだし汁  豆腐のやわらか
煮  ほうれん草のとろとろ
煮

１９水

牛乳  大豆カレー  きゅうり
とコーンのサラダ  フルーツ
ポンチ  牛乳  どら焼き

ごはん  ミルクシチュー
きゅうりのあえもの  くだも
の  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  白菜のとろとろ煮
くだもの

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  白菜のとろとろ煮
くだもの

２０木

牛乳  食パン  スープヌード
ル  ベーコンオムレツ  ブ
ロッコリーのマヨネーズあ
え  牛乳  鮭チーズおにぎ
り

食パン  スープヌードル  鶏
ささみのやわらか煮  ブ
ロッコリーのあえもの  おに
ぎり

ミルク  パンがゆ  玉ねぎ
のだし汁  鶏ささみのやわ
らか煮  ブロッコリーのとろ
とろ煮

ミルク  パンがゆ  玉ねぎ
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金

牛乳  ごはん  なめこと豆
腐のみそ汁  さんまの磯辺
揚げ  きゅうりの華風サラ
ダ  牛乳  豆乳もち

ごはん  なめこと豆腐のみ
そ汁  白身魚のやわらか煮
きゅうりのあえもの  きなこ
もち

ミルク  全がゆ  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

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

２２土

牛乳  豆乳ココア  親子丼
わかめともやしのみそ汁
牛乳  メロンパン

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

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

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 〈秋分の日〉

２５火

牛乳  ごはん  白菜とえの
きのみそ汁  厚揚げの中華
煮  ひじきとほうれん草の
サラダ  牛乳  豆乳フレン
チトースト

ごはん  白菜とえのきのみ
そ汁  豆腐のそぼろ煮  ほ
うれん草のあえもの  豆乳
フレンチトースト

ミルク  全がゆ  白菜のだし
汁  豆腐のそぼろ煮  ほう
れん草のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  白菜の
だし汁  豆腐のやわらか煮
ほうれん草のとろとろ煮

２６水
牛乳  昆布おにぎり  肉み
そうどん  なし  牛乳  ココ
アプリン

昆布おにぎり  野菜うどん
なし  くだもの

ミルク  野菜うどん  なし ミルク  野菜うどん  なし

アプリン

２７木

牛乳  食パン  きのこ豆乳
スープ  肉団子の揚げ煮
スイートポテトサラダ  牛乳
お好み焼き

食パン  きのこ豆乳スープ
鶏団子のやわらか煮  さつ
ま芋のあえもの  キャベツ
焼き

ミルク  食パン  玉ねぎのだ
し汁  鶏団子のやわらか煮
さつま芋のとろとろ煮  キャ
ベツ焼き

ミルク  食パン  玉ねぎのだ
し汁  白身魚のやわらか煮
さつま芋のとろとろ煮  キャ
ベツ焼き

２８金

牛乳  ごはん  豚汁  赤魚
の煮つけ  ブロッコリーのご
まあえ  牛乳  ミニアメリカ
ンドッグ

ごはん  野菜のみそ汁  白
身魚のやわらか煮  ブロッ
コリーのごまあえ  ホット
ケーキ

ミルク  全がゆ  大根のだし
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  大根の
だし汁  白身魚のやわらか
煮  ブロッコリーのとろとろ
煮

２９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
ろ煮  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

３０日

一緒に食べる“共食”の楽しさを感じて
　家族や仲間との食事で、「楽しい気分になった！いつもの食事がおいしく感じられた！」。誰もが感じる、食の楽しさです。

また、おいしいと感じることは、過去の経験に基づく記憶と関連しているのです。子どもたちが多彩な味わいを覚えるために、

人と一緒に食べる“幸福な有意義な時間”をもちたいですね。

◆記憶と食べ物の関係

アメリカの心理学者ゴートン・H・バウワ－は、幸福なときには幸福なときのことを思い出すことが容易になり、不幸な時には不幸な

ときの記憶を思い起こすことが容易になることを発見しました。

　これは、ある特定の食べ物を食べるという行為が、子どもにとってとても幸福な雰囲気の中で行われれば、その食べものを見た時、

幸福な記憶として思い起こされる可能性が高まることにつながります。

脳へすりこみ 食物の味そのもの

〈たのしい出来事・雰囲気〉

食べ物のおいしさとして脳にインプット

（東京大学阿部啓子セミナー資料より）味覚が育つ


