七飯ほんちょう
保育園
日付

完了期

後期

１金

牛乳 ごはん 豚汁 さば
のごま焼き 大豆とひじき
のサラダ 牛乳 みたらし
団子

２土

牛乳 豆乳ココア カレーラ 豆乳 ごはん ミルクシ
イス フルーツカクテル 牛 チュー フルーツカクテル
乳 黒糖パン
ジャムサンド

中期

初期

ごはん 大根と人参のだし ミルク 全がゆ 大根と人 ミルク 五分がゆ 大根と
汁 白身魚のとろとろ煮
参のだし汁 白身魚のとろ 人参のだし汁 白身魚のと
大豆とひじきのあえもの
とろ煮 大豆のやわらか煮 ろとろ煮 大豆のやわらか
きなこおにぎり
煮
豆乳 ミルク 全がゆ ミル 豆乳 ミルク 五分がゆ ミ
クシチュー
ルクシチュー

３日
４月

５火

６水

７木

８金

牛乳 ごはん かき玉汁
松風焼き ほうれん草のお
かか和え 牛乳 さつま芋
のガレット

ごはん かき玉汁 鶏団子 ミルク 全がゆ 大根のだし ミルク 五分がゆ 大根の
のやわらか煮 ほうれん草 汁 鶏団子のやわらか煮 だし汁 豆腐のやわらか煮
のおかか和え さつま芋の ほうれん草のおかか和え ほうれん草のおかか和え
ホットケーキ

牛乳 ごはん なすと玉ね
ぎのみそ汁 厚揚げのそぼ
ろ煮 白菜のりあえ 牛乳
フルーツゼリー
牛乳 ごはん 小松菜とな
めこのみそ汁 鶏と揚げ
じゃが芋の煮物 切干し大
根のサラダ 牛乳 ツナパ
ン

ごはん なすと玉ねぎのみ ミルク 全がゆ なすと玉ね ミルク 五分がゆ なすと玉
そ汁 豆腐のそぼろ煮 白 ぎのだし汁 豆腐のそぼろ ねぎのだし汁 豆腐のやわ
菜のりあえ くだもの
煮 白菜のとろとろ煮
らか煮 白菜のとろとろ煮
ミルク 全がゆ 小松菜とな
めこのみそ汁 鶏ささみと
じゃが芋のやわらか煮
きゅうりと人参のとろとろ煮

ミルク 五分がゆ 小松菜
となめこのみそ汁 じゃが
芋のやわらか煮 きゅうりと
人参のとろとろ煮

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 キャベツ
肉団子の揚げ煮 マカロニ 子のトマト煮 マカロニのあ のだし汁 鶏団子のトマト
サラダ 牛乳 おやつ雑炊 えもの おやつ雑炊
煮 人参ときゅうりのやわら
か煮
牛乳 ごはん 五目みそ汁 ごはん 五目みそ汁 白身 ミルク 全がゆ 大根と人
赤魚といんげんの煮つけ 魚のやわらか煮 ブロッコ 参のだし汁 白身魚のやわ
おからサラダ 牛乳 シュ リーのあえもの ジャムサ らか煮 ブロッコリーのとろ
ガーラスク
ンド
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 人参ときゅうりのやわら
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 ブロッコリーのと
ろとろ煮

牛乳 豆乳ココア ハヤシ

９土 ライス りんごヨーグルト
牛乳 あんぱん

ごはん 小松菜となめこの
みそ汁 鶏ささみとじゃが
芋のやわらか煮 切干し大
根のサラダ ホットケーキ

豆乳 ごはん ミルクシ
チュー りんごヨーグルト
ジャムサンド

ミルク 豆乳 全がゆ ミル ミルク 豆乳 五分がゆ ミ
クシチュー
ルクシチュー

１０日
１１月

〈建国記念の日〉
牛乳 ごはん かに豆腐汁 ごはん かに豆腐汁 鶏団 ミルク 全がゆ 豆腐のだし
シュウマイ 春雨サラダ 牛 子のやわらか煮 春雨のあ 汁 鶏団子のやわらか煮
１２火 乳 お好み焼き
えもの キャベツ焼き
もやしときゅうりのやわらか
煮
牛乳 ごはん 玉ねぎと油 ごはん 玉ねぎと油揚げの ミルク 全がゆ 玉ねぎの
揚げのみそ汁 豆腐じゃが みそ汁 豆腐とじゃが芋煮 だし汁 豆腐とじゃが芋の
１３水 キャベツの胡麻マヨネーズ キャベツのあえもの バナ やわらか煮 キャベツのと
あえ 牛乳 バナナパン
ナホットケーキ
ろとろ煮
ケーキ
牛乳 食パン 豆乳スープ 食パン 豆乳スープ 鶏ささ
ベーコンオムレツ ブロッコ みのやわらか煮 ブロッコ
１４木 リーのマヨネーズあえ 牛 リーのあえもの くだもの
乳 ココアプリン
牛乳 ごはん 大根と厚揚
げのみそ汁 魚の甘酢あ
１５金 んかけ 小松菜の納豆和
え 牛乳 コーンチーズトー
スト
牛乳 豆乳ココア 親子丼
もやしとわかめのみそ汁
１６土 牛乳 レーズンパン

ミルク 五分がゆ 豆腐の
だし汁 白身魚のやわらか
煮 もやしときゅうりのやわ
らか煮
ミルク 五分がゆ 玉ねぎ
のだし汁 豆腐とじゃが芋
のやわらか煮 キャベツの
とろとろ煮

ミルク パンがゆ 白菜の ミルク パンがゆ 白菜の
だし汁 鶏ささみのやわら だし汁 豆腐のやわらか煮
か煮 ブロッコリーのとろと ブロッコリーのとろとろ煮
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 白身魚のとろとろ煮 汁 白身魚のとろとろ煮
だし汁 白身魚のとろとろ
小松菜の納豆和え ジャム 小松菜のやわらか煮
煮 小松菜のやわらか煮
サンド
豆乳 ごはん 鶏ささみと野 ミルク 豆乳 全がゆ 鶏さ ミルク 豆乳 五分がゆ 豆
菜のやわらか煮 もやしと さみと野菜のやわらか煮 腐と野菜のやわらか煮 も
わかめのみそ汁 ジャムサ もやしのだし汁
やしのだし汁
ンド

日付

完了期

後期

中期

初期

１７日
牛乳 ごはん キャベツの
みそ汁 ちくわ磯辺焼き
１８月 筑前煮 牛乳 おから蒸し
パン

ごはん キャベツのみそ汁 ミルク 全がゆ キャベツの ミルク 五分がゆ キャベツ
白身魚のとろとろ煮 ごぼ みそ汁 白身魚のとろとろ のみそ汁 白身魚のとろと
うと人参のやわらか煮 蒸 煮 人参のやわらか煮
ろ煮 人参のやわらか煮
しパン

牛乳 ごはん さつま芋と
長ねぎのみそ汁 豚肉の
１９火 すき焼き風煮物 きゅうり
の酢の物 麦茶 牛乳寒天

ごはん さつま芋と長ねぎ ミルク 全がゆ さつま芋の ミルク 五分がゆ さつま芋
のみそ汁 鶏団子のやわら だし汁 鶏団子のやわらか のだし汁 豆腐のやわらか
か煮 きゅうりのあえもの 煮 きゅうりのとろとろ煮
煮 きゅうりのとろとろ煮
くだもの

牛乳 ホワイトシチューライ ごはん ミルクシチュー
ミルク 全がゆ ミルクシ
ス きゅうりとコーンのサラ きゅうりのあえもの りんご チュー きゅうりのとろとろ
２０水 ダ りんご 牛乳 お誕生会 くだもの
煮 りんご
お楽しみおやつ

ミルク 五分がゆ 野菜ミル
クシチュー きゅうりのとろ
とろ煮 りんご

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 ほうれん
ナゲット ゆで野菜 牛乳 子のトマト煮 ゆで野菜 鮭 草のだし汁 鶏団子のトマ
２１木 鮭チーズおにぎり
おにぎり
ト煮 キャベツのやわらか
煮
牛乳 ごはん 豆腐旨煮椀 ごはん 豆腐旨煮椀 鮭の ミルク 全がゆ 豆腐のだし
鮭の照り焼き ひじきとほう やわらか煮 ひじきとほう 汁 白身魚のやわらか煮
２２金 れん草のサラダ 牛乳 豆 れん草のあえもの ジャム ほうれん草のとろとろ煮
乳フレンチトースト
サンド

ミルク パンがゆ 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
ミルク 五分がゆ 豆腐の
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 豆乳ココア マー
豆乳 ごはん 豆腐のそぼ ミルク 豆乳 全がゆ 豆腐 ミルク 豆乳 五分がゆ 豆
ボー豆腐どん
わかめスー
ろ煮 わかめスープ ジャ のそぼろ煮 キャベツのだ 腐のとろとろ煮 キャベツ
２３土
プ 牛乳 いちごジャムパン ムサンド
し汁
のだし汁

２４日
牛乳 ごはん じゃが芋とき
ぬさやのみそ汁 はんぺん
２５月 のチーズサンドフライ 小
松菜のごまあえ 牛乳 白
玉ぜんざい

ごはん じゃが芋ときぬさ ミルク 全がゆ じゃが芋の ミルク 五分がゆ じゃが芋
やのみそ汁 白身魚のや だし汁 白身魚のやわらか のだし汁 白身魚のやわら
わらか煮 小松菜のごまあ 煮 小松菜のとろとろ煮
か煮 小松菜のとろとろ煮
え きなこおにぎり

牛乳 ごはん 白菜とえの
きのみそ汁 ぎせい豆腐
２６火 ごぼうとコーンのサラダ 牛
乳 ミニアメリカンドッグ

ごはん 白菜とえのきのみ ミルク 全がゆ 白菜のだし ミルク 五分がゆ 白菜の
そ汁 豆腐のとろとろ煮 ご 汁 豆腐のとろとろ煮 人 だし汁 豆腐のとろとろ煮
ぼうと人参のあえもの
参のやわらか煮
人参のやわらか煮
ホットケーキ

牛乳 昆布おにぎり ちゃ おにぎり 野菜うどん フ
ミルク 野菜うどん くだも
んぽんラーメン フルーツ ルーツポンチ ホットケーキ の
２７水 ポンチ 牛乳 パウンドケー
キ
牛乳 食パン スープヌード
ル ポークチャップ マセド
２８木 アンサラダ 牛乳 きな粉
おはぎ

ミルク 野菜うどん くだも
の

食パン スープヌードル 鶏 ミルク パンがゆ 玉ねぎ ミルク パンがゆ 玉ねぎ
ささみのトマト煮 じゃがい のだし汁 鶏ささみのトマト のだし汁 豆腐のトマト煮
ものあえもの きな粉おに 煮 じゃがいものとろとろ煮 じゃがいものとろとろ煮
ぎり

●節分・立春の日に縁起のいい「豆腐」を食べよう！
●節分や立春はいつ、どのような日なの？
立春がどのような日かをご存知ですか？立春は暦の上では春のはじまり。太陽の高さが３１５度の日が立春となり、
その日にちは毎年変わります。２０１７年に続き、２０１８年以降もしばらく立春は２月４日ですが、１年は毎年３６５日では
なく、うるう年（３６６日）もあり、年によっては２月３日になったり、２月４日になったりします。

●立春大吉とよばれて邪気を追い払う節分と立春の豆腐
２月３日は節分。２月４日は立春です。節分・立春には、豆腐を食べる風習があります。古来より白い豆腐には、
邪気を追い払うほどの霊力が宿ると伝えられ、身を清める食べ物であると考えられていました。
立春の前（２月３日（節分））に食べる豆腐は、それまでの罪や穢れを祓い、立春当日（２月４日）に食べる豆腐は、健康な
体に幸福を呼び込むといわれています。この節分と立春に食べる豆腐のことを「立春大吉豆腐」といいます。この風習は、
２００３年頃、出雲大社相摸分祠・分祠長がある文献に『節分に豆腐は身を清める』と記されていたのを見つけ
『立春』（２/４）と『夏越』（６/３０）にお豆腐をと提案したことが始まりです。邪気を追い払うと言われているのは、
「白い豆腐」なので、お醤油の色に染まらない白いままの状態で豆腐を食べるのがいいようです。
太巻きと共に、節分・立春には豆腐を食べて身を清めましょう。

