七飯ほんちょう
保育園
日付

完了期

後期

中期

１木

食パン 野菜スープ ハン
バーグ ポテトサラダ 牛乳
鮭おにぎり

２金

牛乳 ごはん 豆腐旨煮椀
ごはん 豆腐旨煮椀 白身魚 ミルク 全がゆ 豆腐のだし
ししゃものチーズフライ 切干 のやわらか煮 きゅうりのあえ 汁 白身魚のやわらか煮
し大根のサラダ 牛乳 きな もの ジャムパン
きゅうりのとろとろ煮
粉ラスク

３土

初期

食パン 野菜スープ 鶏団子 ミルク パンがゆ キャベツの ミルク パンがゆ キャベツの
のトマト煮 じゃが芋のあえも だし汁 鶏団子のトマト煮
だし汁 白身魚のトマト煮
の 鮭おにぎり
じゃが芋のとろとろ煮
きゅうりのやわらか煮
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

〈文化の日〉

４日

５月

牛乳 ごはん さつま芋とわ ごはん さつま芋とわかめの ミルク 全がゆ さつま芋の
かめのみそ汁 ちくわ磯辺焼 みそ汁 白身魚のとろとろ煮 だし汁 白身魚のとろとろ煮
き 筑前煮 牛乳 蒸しパン 人参とごぼうのやわらか煮 人参のやわらか煮
蒸しパン

ミルク 五分がゆ さつま芋
のだし汁 白身魚のとろとろ
煮 人参のやわらか煮

６火

牛乳 ごはん もやしと大根
のみそ汁 ローストチキン
キャベツの胡麻マヨネーズあ
え 牛乳 焼き芋 なし

７水

牛乳 ごはん 白菜とえのき ごはん 白菜とえのきのみそ ミルク 全がゆ 白菜のだし ミルク 五分がゆ 白菜のだ
のみそ汁 凍り豆腐のふわふ 汁 豆腐のとろとろ煮 きゅう 汁 豆腐のとろとろ煮 きゅう し汁 豆腐のとろとろ煮 きゅ
わ煮 きゅうりとチーズの酢 りのあえもの くだもの
りのやわらか煮
うりのやわらか煮
の物 麦茶 フルーチェ

８木

牛乳 食パン マカロニスー 食パン マカロニスープ じゃ ミルク パンがゆ キャベツの ミルク パンがゆ キャベツの
プ コロッケ ゆで野菜 牛乳 が芋のやわらか煮 ゆで野 だし汁 じゃが芋のやわらか だし汁 じゃが芋のやわらか
おやつ焼きそば
菜 おやつ野菜うどん
煮 ブロッコリーのとろとろ煮 煮 ブロッコリーのとろとろ煮

９金

牛乳 ごはん 豚汁 赤魚と ごはん 野菜のみそ汁 白身 ミルク 全がゆ じゃが芋のだ ミルク 五分がゆ じゃが芋
いんげんの煮つけ ほうれん 魚のやわらか煮 ほうれん草 し汁 白身魚のやわらか煮 のだし汁 白身魚のやわらか
草の白あえ 牛乳 フレンチ の白あえ ジャムパン
ほうれん草のとろとろ煮
煮 ほうれん草のとろとろ煮
トースト

ごはん もやしと大根のみそ ミルク 全がゆ もやしと大根 ミルク 五分がゆ もやしと大
汁 鶏ささみのやわらか煮
のみそ汁 鶏ささみのやわら 根のみそ汁 豆腐のやわら
キャベツのあえもの さつま か煮 キャベツのとろとろ煮 か煮 キャベツのとろとろ煮
芋の甘煮 なし

牛乳 豆乳ココア ハヤシライ 豆乳 ごはん ミルクシチュー ミルク 豆乳 全がゆ ミルク ミルク 豆乳 五分がゆ ミル
バナナ ジャムパン
シチュー
クシチュー

１０土 ス バナナ 牛乳 あんぱん
１１日

牛乳 ごはん 大根と油揚げ
のみそ汁 とんちゃん焼き
１２月 ほうれん草のおかか和え 牛
乳 白玉ぜんざい

ごはん 大根と油揚げのみそ ミルク 全がゆ 大根のだし
汁 鶏ささみのやわらか煮
汁 鶏ささみのやわらか煮
ほうれん草のおかか和え き ほうれん草のとろとろ煮
なこおにぎり

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

牛乳 ごはん 玉ねぎとわか ごはん 玉ねぎとわかめのみ ミルク 全がゆ 玉ねぎのだ
めのみそ汁 厚揚げのそぼろ そ汁 豆腐のそぼろ煮 キャ し汁 豆腐のそぼろ煮 キャ
ベツのやわらか煮
１３火 煮 キャベツのツナマヨネー ベツのあえもの みかん
ズあえ 牛乳 みかんミルク
ゼリー

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

牛乳 ごはん じゃが芋と長
ねぎのみそ汁 ピーマンの細
１４水 切り炒め きゅうりの昆布あえ
牛乳 かぼちゃのケーキ

ごはん じゃが芋と長ねぎの ミルク 全がゆ じゃが芋のだ ミルク 五分がゆ じゃが芋
みそ汁 鶏団子のやわらか し汁 鶏団子のやわらか煮 のだし汁 白身魚のやわらか
煮 きゅうりのあえもの かぼ きゅうりのとろとろ煮
煮 きゅうりのとろとろ煮
ちゃのホットケーキ

牛乳 食パン 豆乳スープ
食パン 豆乳スープ 鶏団子 ミルク 食パン キャベツのみ ミルク パンがゆ キャベツの
肉団子の揚げ煮
パスタサラ
のやわらか煮 パスタあえも そ汁 鶏団子のやわらか煮 だし汁 豆腐のやわらか煮
１５木
ダ 牛乳 みそ焼きおにぎり の みそおにぎり
きゅうりのやわらか煮
きゅうりのやわらか煮
牛乳 ごはん 五目みそ汁
さわらのごま照り焼き れん
１６金 こんのきんぴら 牛乳 ピザ
トースト

ごはん 大根のみそ汁 白身 ミルク 全がゆ 大根のみそ ミルク 五分がゆ 大根のみ
魚のやわらか煮 人参のとろ 汁 白身魚のやわらか煮 に そ汁 白身魚のやわらか煮
とろ煮 ジャムパン
んじんのとろとろ煮
にんじんのとろとろ煮

日付

完了期

後期

中期

初期

牛乳 豆乳ココア ホワイトシ 豆乳 ごはん ミルクシチュー ミルク 豆乳 全がゆ ミルク ミルク 豆乳 五分がゆ ミル
シチュー
クシチュー
１７土 チューライス フルーツカクテ くだもの ジャムパン
ル 牛乳 ジャムパン

１８日
牛乳 ごはん なすと玉ねぎ ごはん なすと玉ねぎのみそ
のみそ汁 豆腐肉じゃが 白 汁 豆腐とじゃが芋煮 白菜
１９月 菜のじゃこドレッシング 牛乳 のあえもの くだもの
フルーツゼリー

ミルク 全がゆ なすと玉ね
ぎのだし汁 豆腐とじゃが芋
とろとろ煮 白菜のやわらか
煮

ミルク 五分がゆ なすと玉
ねぎのだし汁 豆腐とじゃが
芋とろとろ煮 白菜のやわら
か煮

牛乳 ごはん 中華スープ
ごはん もやしのだし汁 鶏さ ミルク 全がゆ もやしのだし ミルク 五分がゆ もやしのだ
鶏のから揚げ
ほうれん草の
さみのやわらか煮 ほうれん 汁 鶏ささみのやわらか煮
し汁 白身魚のやわらか煮
２０火
サラダ 牛乳 大学芋
草のサラダ さつま芋の甘煮 ほうれん草のとろとろ煮
ほうれん草のとろとろ煮
牛乳 シーフードカレー きゅ ごはん ミルクシチュー きゅ ミルク 全がゆ ミルクシ
ミルク 五分がゆ ミルクシ
うりとコーンのサラダ フルー うりのあえもの フルーツヨー チュー きゅうりのあえもの く チュー きゅうりのあえもの く
２１水 ツヨーグルト 牛乳 バナナ グルト バナナホットケーキ
だもの
だもの
ハードケーキ
牛乳 食パン 野菜スープ
さけのポテト焼き ブロッコ
２２木 リーのマヨネーズあえ 牛乳
おやつ雑炊

２３金

食パン 野菜スープ さけの ミルク パンがゆ ほうれん ミルク パンがゆ ほうれん
ポテト焼き ブロッコリーあえ 草のだし汁 白身魚のとろと 草のだし汁 白身魚のとろと
もの おやつ雑炊
ろ煮 ブロッコリーやわらか煮 ろ煮 ブロッコリーやわらか煮

〈勤労感謝の日〉

牛乳 豆乳ココア マーボー 豆乳 ごはん 豆腐のそぼろ ミルク 豆乳 全がゆ 豆腐 ミルク 豆乳 五分がゆ 豆
２４土 豆腐どん わかめスープ 牛 あん わかめスープ ジャム のそぼろあん キャベツのだ 腐のとろとろ煮 キャベツの
乳 豆パン
パン
し汁
だし汁

２５日
牛乳 ごはん キャベツのみ
そ汁 鶏すき ごぼうとコーン
２６月 のサラダ 牛乳 人参ドーナ
ツ

ごはん キャベツのみそ汁
ミルク 全がゆ キャベツのだ ミルク 五分がゆ キャベツ
鶏ささみと野菜のやわらか煮 し汁 鶏ささみと野菜のやわ のだし汁 白身魚のやわらか
人参のあえもの ホットケー らか煮 人参のとろとろ煮
煮 人参のとろとろ煮
キ

牛乳 ごはん 小松菜となめ
このみそ汁 れんこんまん
２７火 じゅう きゅうりの華風サラダ
牛乳 ジャムサンド

ごはん 小松菜となめこのみ ミルク 全がゆ 小松菜のだ
そ汁 鶏団子のやわらか煮 し汁 鶏団子のやわらか煮
きゅうりのあえもの ジャムサ きゅうりのとろとろ煮
ンド

牛乳 昆布おにぎり 温そうめ おにぎり 野菜うどん りんご ミルク 野菜うどん りんご
２８水 ん りんご 牛乳 豆乳ケー ヨーグルト
キ

ミルク 五分がゆ 小松菜の
だし汁 豆腐のやわらか煮
きゅうりのとろとろ煮

ミルク 野菜うどん りんご

牛乳 食パン ミルクスープ 食パン ミルクスープ じゃが ミルク パンがゆ 玉ねぎの ミルク パンがゆ 玉ねぎの
スパニッシュオムレツ ブロッ 芋のやわらか煮 ブロッコ
だし汁 じゃが芋のやわらか だし汁 じゃが芋のやわらか
２９木 コリーの三色サラダ 牛乳
リーのあえもの くだもの
煮 ブロッコリーのとろとろ煮 煮 ブロッコリーのとろとろ煮
寒天入りフルーツポンチ
牛乳 ごはん 豆腐みそ汁
ごはん 豆腐みそ汁 カレイ ミルク 全がゆ 豆腐のだし
たらのケチャップあんかけ も のトマト煮 もやしの納豆あえ 汁 カレイのトマト煮 もやし
３０金 やしの納豆和え 牛乳 ホット ホットケーキ
のやわらか煮
ケーキ

ミルク 五分がゆ 豆腐のだ
し汁 カレイのトマト煮 もやし
のやわらか煮

★魚に含まれる栄養素
魚には、子どもたちの健康増進に役に立つ栄養素がたくさん含まれています。また、世界の研究結果から、魚を食べれることは、
将来の生活習慣病予防につながることもわかっています。

身体を構成します。不
足すると免疫力や思
考能力が低くなります。

脳の働きを活発にする
ことによって記憶力を
高めます。

骨や歯を構成し、身
体の生理機能の調
整を行います。不足
すると骨や歯がもろく
なります。

血栓をできにくくし、動
脈硬化や心筋梗塞な
どのリスクを下げます。

青魚に多く含まれるビ
ミタンB2は、動脈硬化
やがんを引き起こす
活性酵素を抑制しま
す。

目が良く見えるように
なったり、脳を育てま
す。

