
七飯ほんちょう

　　　　保育園
日付 完了期 後期 中期 初期

１金

牛乳  炊き込み寿司  豆腐す

まし汁  鶏のから揚げ  赤ウ

インナー  ブロッコリーのマヨ

ネーズあえ  みかん  牛乳

豆乳ももゼリー

ごはん  豆腐すまし汁  鶏さ

さみのやわらか煮  ブロッコ

リーのあえもの  みかん  くだ

もの

ミルク  全がゆ  豆腐のだし

汁  鶏ささみのやわらか煮

ブロッコリーのとろとろ煮  み

かん

ミルク  五分がゆ  豆腐のだ

し汁  鶏ささみのやわらか煮

ブロッコリーのとろとろ煮  み

かん

２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  ジャムサンド

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

３日

４月

牛乳  ごはん  キャベツのみ

そ汁  千草焼き  コロコロサラ

ダ  牛乳  蒸しパン

ごはん  キャベツのみそ汁

豆腐と野菜のとろとろ煮  人

参と枝豆のやわらか煮  蒸し

パン

ミルク  全がゆ  キャベツのだ

し汁  豆腐と野菜のとろとろ

煮  人参と枝豆のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  キャベツ

のだし汁  豆腐と野菜のとろ

とろ煮  人参と枝豆のやわら

か煮

５火

牛乳  ごはん  じゃが芋と長

ねぎのみそ汁  とんちゃん焼

き  白菜ののりあえ  牛乳  フ

ルーツゼリー

ごはん  じゃが芋と長ねぎの

みそ汁  鶏団子のやわらか

煮  白菜ののりあえ  くだもの

ミルク  全がゆ  じゃが芋のだ

し汁  鶏団子のやわらか煮

白菜のとろとろ煮  くだもの

ミルク  五分がゆ  じゃが芋

のだし汁  白身魚のやわらか

煮  白菜のとろとろ煮  くだも

の

６水

牛乳  ごはん  かき玉汁  鶏

肉と根菜の煮物  ほうれん草

のごま和え  牛乳  ホットケー

キ

ごはん  かき玉汁  鶏ささみ

のやわらか煮  ほうれん草の

あえもの  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  野菜のだし

汁  鶏ささみのやわらか煮

ほうれん草ともやしのとろと

ろ煮

ミルク  五分がゆ  野菜のだ

し汁  豆腐のやわらか煮  ほ

うれん草ともやしのとろとろ

煮

７木

牛乳  食パン  野菜スープ

キャベツと豚肉の重ね蒸し

パスタサラダ  牛乳  じゃこご

まおにぎり

食パン  野菜スープ  キャベ

ツと鶏団子のトマト煮  パスタ

サラダ  じゃこおにぎり

ミルク  パンがゆ  ほうれん

草のだし汁  キャベツと鶏団

子のトマト煮  きゅうりと人参

のやわらか煮

ミルク  パンがゆ  ほうれん

草のだし汁  キャベツと白身

魚のトマト煮  きゅうりと人参

のやわらか煮

８金

牛乳  ごはん  冬野菜のあっ

たか汁  ししゃものチーズフラ

イ  きゅうりの華風サラダ  牛

乳  ココアラスク

ごはん  冬野菜のあったか汁

白身魚のとろとろ煮  きゅうり

のあえもの  ジャムサンド

ミルク  全がゆ  大根と白菜

のだし汁  白身魚のとろとろ

煮  きゅうりのやわらか煮

ミルク  五分がゆ  大根と白

菜のだし汁  白身魚のとろと

ろ煮  きゅうりのやわらか煮

９土

牛乳  豆乳ココア  豚丼  もや

しとわかめのみそ汁  牛乳

クリームパン

豆乳  ごはん  鶏ささみのや

わらか煮  もやしとわかめの

みそ汁  ジャムサンド

ミルク  豆乳  全がゆ  鶏ささ

みのやわらか煮  もやしのだ

し汁  ジャムサンド

ミルク  豆乳  五分がゆ  豆

腐のやわらか煮  もやしのだ

し汁  ジャムサンド

１０日

１１月

牛乳  ごはん  さつま芋とわ

かめのみそ汁  鶏肉のごま

みそ焼  キャベツのツナマヨ

ネーズあえ  牛乳  人参カッ

プケーキ

ごはん  さつま芋とわかめの

みそ汁  鶏団子のやわらか

煮  キャベツのあえもの  人

参のホットケーキ

ミルク  全がゆ  さつま芋の

だし汁  鶏団子のやわらか煮

キャベツのとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  さつま芋

のだし汁  白身魚のやわらか

煮  キャベツのとろとろ煮

１２火

牛乳  ごはん  切干しと玉ね

ぎのみそ汁  豚肉の柳川風

煮物  春雨サラダ  お茶  フ

ルーチェ

ごはん  切干しと玉ねぎのみ

そ汁  鶏ささみのやわらか煮

春雨のあえもの  くだもの

ミルク  全がゆ  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  玉ねぎの

だし汁  豆腐のやわらか煮

きゅうりのとろとろ煮

１３水

牛乳  ごはん  白菜とえのき

のみそ汁  カレー肉じゃが

小松菜とコーンの和え物  牛

乳  お誕生会お楽しみおやつ

ごはん  白菜とえのきのみそ

汁  じゃが芋のそぼろ煮  小

松菜とコーンの和え物  ジャ

ムサンド

ミルク  全がゆ  白菜のだし

汁  じゃが芋のそぼろ煮  小

松菜のやわらか煮  ジャムサ

ンド

ミルク  五分がゆ  白菜のだ

し汁  じゃが芋のとろとろ煮

小松菜のやわらか煮  ジャム

サンド

１４木

牛乳  食パン  野菜スープ

煮込みハンバーグ  ブロッコ

リーの三色サラダ  牛乳  豆

腐団子（あずき）

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  きなこおにぎり

ミルク  パンがゆ  キャベツの

だし汁  鶏団子のトマト煮  ブ

ロッコリーのやわらか煮

ミルク  パンがゆ  キャベツの

だし汁  白身魚のトマト煮  ブ

ロッコリーのやわらか煮

１５金

牛乳  のりまき  昆布おにぎり

八杯汁  えびフライ  ポテトサ

ラダ  ミニトマト  バナナ  牛乳

豆乳ケーキ

昆布おにぎり  八杯汁  白身

魚のやわらか煮  じゃが芋の

あえもの  ミニトマト  バナナ

ヨーグルト

ミルク  全がゆ  豆腐のだし

汁  白身魚のやわらか煮

じゃが芋のとろとろ煮  トマト

バナナ

ミルク  五分がゆ  豆腐のだ

し汁  白身魚のやわらか煮

じゃが芋のとろとろ煮  トマト

バナナ



日付 完了期 後期 中期 初期

１６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  ジャムサンド

ミルク  豆乳  全がゆ  ミルク

シチュー

ミルク  豆乳  五分がゆ  野

菜のミルクシチュー

１７日

１８月

牛乳  ごはん  かぼちゃと長

ねぎのみそ汁  厚揚げの炒

め物  ほうれん草のサラダ

牛乳  パウンドケーキ

牛乳  ごはん  かぼちゃと長

ねぎのみそ汁  豆腐のとろと

ろ煮  ほうれん草のあえもの

牛乳  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  なすと玉ね

ぎのみそ汁  豆腐のとろとろ

煮  ほうれん草のあえもの

ミルク  五分がゆ  なすと玉

ねぎのみそ汁  豆腐のとろと

ろ煮  ほうれん草のあえもの

１９火

牛乳  ごはん  なすと玉ねぎ

のみそ汁  鶏肉のすき焼き風

煮物  キャベツのゆかりあえ

牛乳  大学芋

ごはん  なすと玉ねぎのみそ

汁  鶏ささみと野菜のやわら

か煮  キャベツのあえもの  さ

つま芋の甘煮

ミルク  全がゆ  かぼちゃの

だし汁  鶏ささみと野菜のや

わらか煮  キャベツのとろとろ

煮

ミルク  五分がゆ  かぼちゃ

のだし汁  豆腐と野菜のやわ

らか煮  キャベツのとろとろ煮

２０水

牛乳  カレーライス  きゅうりと

コーンのサラダ  りんご  牛乳

ごまトースト

ごはん  ミルクシチュー  きゅ

うりのあえもの  りんご  ジャ

ムサンド

ミルク  全がゆ  ミルクシ

チュー  きゅうりのやわらか煮

りんご

ミルク  五分がゆ  野菜のミ

ルクシチュー  きゅうりのやわ

らか煮  りんご

２１木 〈春分の日〉

２２金

牛乳  ごはん  五目汁  さば

と玉ねぎのみそ煮  白菜のご

ま酢あえ  牛乳  バナナハー

ドケーキ

ごはん  五目汁  白身魚のみ

そ煮  白菜のあえもの  バナ

ナホットケーキ

ミルク  全がゆ  大根のだし

汁  白身魚のやわらか煮  白

菜のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  大根のだ

し汁  白身魚のやわらか煮

白菜のとろとろ煮

２３土

牛乳  豆乳ココア  マーボー

豆腐どん  わかめスープ  牛

乳  めろんパン

豆乳  ごはん  豆腐のそぼろ

あん  わかめスープ  ジャム

サンド

ミルク  豆乳  全がゆ  豆腐

のそぼろあん  キャベツのだ

し汁

ミルク  豆乳  全がゆ  豆腐

のとろとろ煮  キャベツのだし

汁

２４日

２５月

牛乳  ごはん  大根と油揚げ

のみそ汁  レバーと芋の甘辛

煮  ほうれん草のナムル  牛

乳  フルーツ白玉

ごはん  大根と油揚げのみそ

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  くだもの

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  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

２６火

牛乳  ごはん  豆腐となめこ

のみそ汁  ひじき団子のあん

かけ  キャベツの胡麻マヨ

ネーズあえ  牛乳  チーズ

ボール

ごはん  豆腐となめこのみそ

汁  鶏団子のやわらか煮

キャベツのあえもの  ホット

ケーキ

ミルク  全がゆ  豆腐のだし

汁  鶏団子のやわらか煮

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

２７水

牛乳  塩ラーメン  ごぼうと

コーンのサラダ  バナナ  牛

乳  トッピングホットケーキ

野菜うどん  人参のあえもの

バナナ  ホットケーキ

ミルク  野菜うどん  バナナ ミルク  野菜うどん  バナナ

２８木

牛乳  食パン  マカロニスー

プ  ベーコンオムレツ  ゆで

野菜  牛乳  昆布おにぎり

食パン  マカロニスープ  鶏さ

さみのトマト煮  ゆで野菜  昆

布おにぎり

ミルク  パンがゆ  キャベツの

だし汁  鶏ささみのトマト煮

ブロッコリーのやわらか煮

ミルク  パンがゆ  キャベツの

だし汁  白身魚のトマト煮  ブ

ロッコリーのやわらか煮

２９金

牛乳  ごはん  豚汁  さけの

塩焼き  切干大根と凍り豆腐

の煮物  牛乳  おやつホット

ドッグ

ごはん  野菜のみそ汁  さけ

のやわらか煮  切干大根煮

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

人参のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  じゃが芋

のだし汁  白身魚のやわらか

煮  人参のとろとろ煮

３０土

牛乳  豆乳ココア  ハヤシライ

ス  オレンジ  牛乳  ジャムパ

ン

豆乳  ごはん  ミルクシチュー

オレンジ  ジャムサンド

ミルク  豆乳  全がゆ  ミルク

シチュー

ミルク  豆乳  五分がゆ  野

菜のミルクシチュー

３１日

五感を使って食事を楽しむ
　人は料理を五感で味わって食べています。「食にまつわる五感」を意識しながら子どもと食事することによって、料理をより

おいしいく食べ、食べ物や食事への興味や関心を高める作戦をご紹介します。

　～手を使っておいしく食べる～

　　年齢に合わせた食具（スプーン・フォーク・お箸）選びはとても大切なことですが、時には「手づかみ食べ」を

　してみましょう。自分の手で口に運び、香り、味、舌触りなどを感じると、苦手な物にも積極的に挑戦できるかも

　しれません。
にんじん、だいこん、きゅうりなどをスティック状に切って「甘みそ」等に

つけて食べましょう。

※お手軽ディップソース　　　みそ+マヨネーズ　　　マヨネーズ+めんつゆ


