
七飯ほんちょう

　　　　保育園
日付 完了期 後期 中期 初期

１月

牛乳  ごはん  もやしとわか

めのみそ汁  とんかつ  ゆで

野菜  牛乳  チーズカップ

ケーキ

ごはん  もやしとわかめのみ

そ汁  鶏ささみのやわらか煮

ゆで野菜  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  もやしのだし

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  もやしのだ

し汁  白身魚のとろとろ煮

キャベツのとろとろ煮

２火

牛乳  ごはん  白菜とえのき

のみそ汁  焼肉風野菜炒め

ごぼうの和え物  牛乳  チョ

コっとフレンチ

ごはん  白菜とえのきのみそ

汁  鶏団子のとろとろ煮  人

参のあえもの  ジャムサンド

ミルク  全がゆ  白菜のだし

汁  鶏団子のとろとろ煮  人

参のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  白菜のだ

し汁  豆腐ののとろとろ煮  人

参のやわらか煮

３水

牛乳  ごはん  豆腐と菜の花

のみそ汁  親子煮  きゅうりと

チーズの酢の物  牛乳  おか

らドーナツ

ごはん  豆腐と菜の花のみそ

汁  親子煮  きゅうりとチーズ

のあえもの  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

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

４木

牛乳  食パン  ポテトスープ

ハンバーグ  パスタサラダ

牛乳  オレンジムース

食パン  ポテトスープ  鶏団

子のトマト煮  パスタのあえも

の  くだもの

ミルク  パンがゆ  じゃが芋の

だし汁  鶏団子のトマト煮

きゅうりのとろとろ煮

ミルク  パンがゆ  じゃが芋の

だし汁  豆腐のトマト煮  きゅ

うりのとろとろ煮

５金

牛乳  ごはん  かに豆腐汁

白身魚のトマトソース煮  ほう

れん草のおかか和え  牛乳

黒糖蒸しパン

ごはん  かに豆腐汁  白身魚

のトマト煮  ほうれん草のお

かか和え  蒸しパン

ミルク  全がゆ  豆腐のだし

汁  白身魚のトマト煮  ほうれ

ん草のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  豆腐のだ

し汁  白身魚のトマト煮  ほう

れん草のやわらか煮

６土

牛乳  豆乳ココア  カレーライ

ス  バナナヨーグルト  牛乳

クリームパン

豆乳  ごはん  ミルクシチュー

バナナヨーグルト  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

７日

８月

牛乳  ごはん  じゃが芋とき

ぬさやのみそ汁  タンドリー

チキン  キャベツの胡麻マヨ

ネーズあえ  牛乳  おやつ焼

きうどん

ごはん  じゃが芋ときぬさや

のみそ汁  鶏ささみのやわら

か煮  キャベツのあえもの

野菜うどん

ミルク  全がゆ  じゃが芋のだ

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  じゃが芋

のだし汁  豆腐のやわらか煮

キャベツのとろとろ煮

９火

牛乳  ごはん  かぼちゃと長

ねぎのみそ汁  肉豆腐  梅サ

ラダ  牛乳  牛乳フルーツか

んてん

ごはん  かぼちゃと長ねぎの

みそ汁  豆腐のとろとろ煮

きゅうりのあえもの  くだもの

ミルク  全がゆ  かぼちゃの

だし汁  豆腐のとろとろ煮

きゅうりのやわらか煮

ミルク  五分がゆ  かぼちゃ

のだし汁  豆腐のとろとろ煮

きゅうりのやわらか煮

１０水

牛乳  ごはん  中華風コーン

スープ  ピーマンの細切り炒

め  きゅうりの華風サラダ  牛

乳  さつまいもスティック

ごはん  中華風コーンスープ

鶏ささみのやわらか煮  きゅ

うりのあえもの  さつまいもの

甘煮

ミルク  全がゆ  人参のだし

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  人参のだ

し汁  白身魚のやわらか煮

きゅうりのとろとろ煮

１１木

牛乳  食パン  野菜スープ

肉団子の甘酢あん  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  野菜スープ  鶏団子

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  野菜スー

プ  鶏団子のやわらか煮  ブ

ロッコリーのとろとろ煮

ミルク  パンがゆ  野菜スー

プ  白身魚のやわらか煮  ブ

ロッコリーのとろとろ煮

１２金

牛乳  ごはん  五目みそ汁

赤魚といんげんの煮つけ  小

松菜の納豆あえ  牛乳  パウ

ンドケーキ

ごはん  五目みそ汁  白身魚

のやわらか煮  小松菜の納

豆あえ  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  さつま芋の

だし汁  白身魚のやわらか煮

小松菜のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  さつま芋

のだし汁  白身魚のやわらか

煮  小松菜のとろとろ煮

１３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  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  五分がゆ  豆

腐のとろとろ煮  キャベツの

だし汁

１４日

１５月

牛乳  ごはん  なすと玉ねぎ

のみそ汁  大豆の天ぷら  ひ

じきとほうれん草のサラダ

牛乳  どら焼き

ごはん  なすと玉ねぎのみそ

汁  大豆のやわらか煮  ほう

れん草のあえもの  ホット

ケーキ

ミルク  全がゆ  なすと玉ね

ぎのだし汁  大豆のやわらか

煮  ほうれん草のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  なすと玉

ねぎのだし汁  大豆のやわら

か煮  ほうれん草のとろとろ

煮

１６火

牛乳  ごはん  大根と油揚げ

のみそ汁  豚肉と新たまねぎ

のソテー  白菜とハムのサラ

ダ  牛乳  豆腐団子(きな粉)

ごはん  大根と油揚げのみそ

汁  鶏団子のトマト煮  白菜

のあえもの  きな粉おにぎり

ミルク  全がゆ  大根のだし

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  大根のだ

し汁  豆腐のトマト煮  白菜の

とろとろ煮



日付 完了期 後期 中期 初期

１７水

牛乳  シーフードカレー  きゅ

うりとコーンのサラダ  桃の

ヨーグルト  牛乳  チーズホッ

トケーキ

ごはん  ミルクシチュー  きゅ

うりのあえもの  桃のヨーグル

ト  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

桃のヨーグルト

ミルク  五分がゆ  ミルクシ

チュー  きゅうりのやわらか煮

ヨーグルト

１８木

牛乳  食パン  豆乳スープ

パンプキンオムレツ  キャベ

ツのツナマヨネーズあえ  牛

乳  簡単ピザ

食パン  豆乳スープ  じゃが

芋のやわらか煮  キャベツの

あえもの  ジャムサンド

ミルク  パンがゆ  白菜のだ

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  パンがゆ  白菜のだ

し汁  じゃが芋のやわらか煮

キャベツのとろとろ煮

１９金

牛乳  ごはん  さつま汁  鮭

のごま焼き  大根のそぼろ煮

牛乳  クリームサンドパン

ごはん  さつま汁  鮭のやわ

らか煮  大根のそぼろ煮

ジャムサンド

ミルク  全がゆ  さつま芋の

だし汁  白身魚のやわらか煮

大根のそぼろ煮

ミルク  五分がゆ  さつま芋

のだし汁  白身魚のやわらか

煮  大根のとろとろ煮

２０土

牛乳  豆乳ココア  ホワイトシ

チューライス  オレンジ  牛乳

あんぱん

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  ミル

クシチュー

２１日

２２日

牛乳  ごはん  小松菜となめ

このみそ汁  厚揚げとじゃが

芋のそぼろ煮  ひじきとキャ

ベツのサラダ  牛乳  人参の

カップケーキ

ごはん  小松菜となめこのみ

そ汁  豆腐とじゃが芋のそぼ

ろ煮  キャベツのあえもの  人

参のホットケーキ

ミルク  全がゆ  小松菜のだ

し汁  豆腐とじゃが芋のそぼ

ろ煮  キャベツのやわらか煮

ミルク  五分がゆ  小松菜の

だし汁  豆腐とじゃが芋のと

ろとろ煮  キャベツのやわら

か煮

２３火

牛乳  ごはん  五目かき玉汁

鶏つくね  春雨サラダ  牛乳

豆乳もち

ごはん  五目かき玉汁  鶏つ

くね  きゅうりのあえもの  きな

こおにぎり

ミルク  全がゆ  大根のだし

汁  鶏団子のやわらか煮

きゅうりのあえもの

ミルク  五分がゆ  大根のだ

し汁  豆腐のやわらか煮

きゅうりのあえもの

２４水

牛乳  なすミートスパゲ

ティー  きのこのスープ  ぶど

う  牛乳  お誕生会お楽しみ

おやつ

野菜うどん  ぶどう  くだもの ミルク  野菜うどん  ぶどう ミルク  野菜うどん  ぶどう

２５木

牛乳  食パン  野菜スープ

鶏肉のピカタ  マカロニのトマ

ト煮  牛乳  焼きおにぎり

食パン  野菜スープ  鶏ささ

みのやわらか煮  マカロニの

トマト煮  おかかおにぎり

ミルク  パンがゆ  ほうれん

草のだし汁  鶏ささみのやわ

らか煮  玉ねぎのとろとろ煮

ミルク  パンがゆ  ほうれん

草のだし汁  白身魚のやわら

か煮  玉ねぎのとろとろ煮

２６金

牛乳  ごはん  けんちん汁

サバのみそ照り焼き  ブロッ

コリーのごまあえ  牛乳  ポテ

トコーントースト

ごはん  けんちん汁  白身魚

のみそ煮  ブロッコリーのご

まあえ  ジャムサンド

ミルク  全がゆ  大根のだし

汁  白身魚のとろとろ煮  ブ

ロッコリーのやわらか煮

ミルク  全がゆ  大根のだし

汁  白身魚のとろとろ煮  ブ

ロッコリーのやわらか煮

２７土

牛乳  豆乳ココア  ハヤシライ

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

２８日

２９月 〈昭和の日〉

３０火 〈国民の休日〉

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


