
七飯ほんちょう

　　　　保育園
日付 完了期 後期 中期 初期

1日

2月

牛乳  ごはん  里芋と小松
菜のみそ汁  筑前煮  ちく
わ磯辺焼き  牛乳  パンプ
ティング

ごはん  里芋と小松菜のみ
そ汁  野菜のやわらか煮
白身魚のとろとろ煮  ジャ
ムサンド

ミルク  全がゆ  小松菜の
だし汁  人参のやわらか煮
白身魚のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  小松菜
のだし汁  人参のやわらか
煮  白身魚のとろとろ煮

3火

牛乳  ごはん  大根と油揚
げのみそ汁  ぎせい豆腐
ひじきとほうれん草のサラ
ダ  牛乳  簡単ピザ

ごはん  大根と油揚げのみ
そ汁  豆腐のとろとろ煮  ほ
うれん草のあえもの  ジャ
ムサンド

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  豆腐のとろとろ煮  ほう
れん草のやわらか煮

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

4水

牛乳  ごはん  かに豆腐汁
豚肉とキャベツのみそ炒め
春雨サラダ  牛乳  さつま
いも蒸しパン

ごはん  かに豆腐汁  キャ
ベツのそぼろ煮  春雨のあ
えもの  さつまいも蒸しパン

ミルク  全がゆ  豆腐のだし
汁  キャベツのそぼろ煮  も
やしのやわらか煮

ミルク  五分がゆ  豆腐の
だし汁  キャベツのとろとろ
煮  もやしのやわらか煮

5木

牛乳  食パン  野菜スープ
肉団子の揚げ煮  かぼちゃ
のサラダ  牛乳  フルーツ
ゼリー

食パン  野菜スープ  鶏団
子のトマト煮  かぼちゃの
あえもの  くだもの

ミルク  パンがゆ  ほうれん
草のだし汁  鶏団子のトマ
ト煮  かぼちゃのやわらか
煮

ミルク  パンがゆ  ほうれん
草のだし汁  白身魚のトマ
ト煮  かぼちゃのやわらか
煮

6金

牛乳  ごはん  鶏肉と冬野
菜のみそ汁  赤魚とごぼう
の煮つけ  ブロッコリーのご
まあえ  牛乳  まんまるじゃ
が

ごはん  鶏肉と冬野菜のみ
そ汁  白身魚のやわらか煮
ブロッコリーあえもの  じゃ
がいもの煮物

ミルク  全がゆ  野菜のだし
汁  白身魚のやわらか煮
ブロッコリーとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  野菜の
だし汁  白身魚のやわらか
煮  ブロッコリーとろとろ煮

7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  黒糖パン

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  くだもの

ミルク  豆乳  五分がゆ  ミ
ルクシチュー  くだもの

8日

9月

牛乳  ごはん  キャベツの
みそ汁  豚肉と野菜のごま
炒め  きゅうりの酢の物  牛
乳  チーズカップケーキ

ごはん  キャベツのみそ汁
鶏ささみのやわらか煮
きゅうりのあえもの  ホット
ケーキ

ミルク  全がゆ  キャベツの
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  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

10火

牛乳  ごはん  なすと玉ね
ぎのみそ汁  豚肉の柳川
風煮物  キャベツのツナマ
ヨネーズあえ  牛乳  スイー
トポテト

ごはん  なすと玉ねぎのみ
そ汁  鶏団子と野菜のやわ
らか煮  キャベツのあえ物
さつま芋の甘煮

ミルク  全がゆ  なすと玉ね
ぎのだし汁  鶏団子と野菜
のやわらか煮  キャベツの
とろとろ煮

ミルク  五分がゆ  なすと玉
ねぎのだし汁  白身魚と野
菜のやわらか煮  キャベツ
のとろとろ煮

11水

牛乳  ごはん  切干しとわ
かめのみそ汁  厚揚げと
じゃが芋のそぼろ煮  ほう
れん草のサラダ  麦茶  豆
乳もち

ごはん  切干しとわかめの
みそ汁  豆腐とじゃが芋の
そぼろ煮  ほうれん草のあ
えもの  きなこおにぎり

ミルク  全がゆ  玉ねぎと人
参のだし汁  豆腐とじゃが
芋のそぼろ煮  ほうれん草
のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  玉ねぎと
人参のだし汁  豆腐とじゃ
が芋のやわらか煮  ほうれ
ん草のとろとろ煮

12木

牛乳  食パン  豆乳スープ
チーズインハンバーグ  パ
スタサラダ  牛乳  菜飯お
にぎり

食パン  豆乳スープ  鶏団
子のトマト煮  パスタサラダ
菜飯おにぎり

ミルク  パンがゆ  白菜の
だし汁  鶏団子のトマト煮
キャベツのやわらか煮

ミルク  パンがゆ  白菜の
だし汁  豆腐のトマト煮
キャベツのやわらか煮

13金

牛乳  ごはん  豚汁  たら
のケチャップあんかけ  小
松菜のおかかあえ  牛乳
チョコっとフレンチ

ごはん  野菜のだし汁  白
身魚の野菜あんかけ  小
松菜のおかかあえ  ジャム
パン

ミルク  全がゆ  野菜のだし
汁  白身魚の野菜あんか
け  小松菜のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  野菜の
だし汁  白身魚の野菜あん
かけ  小松菜のやわらか煮

14土

牛乳  豆乳ココア  豚丼  豆
腐とわかめのみそ汁  牛乳
あんぱん

豆乳  ごはん  鶏ささみの
やわらか煮  豆腐とわかめ
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  豆腐の
だし汁

ミルク  豆乳  五分がゆ  白
身魚のやわらか煮  豆腐
のだし汁

15日



日付 完了期 後期 中期 初期

16月

牛乳  ごはん  白菜とえの
きのみそ汁  松風焼き  コ
ロコロサラダ  牛乳  さつま
芋チップ

ごはん  白菜とえのきのみ
そ汁  鶏団子のみそ煮  ご
ぼうと枝豆のやわらか煮
さつま芋の甘煮

ミルク  全がゆ  白菜のだし
汁  鶏団子のとろとろ煮
枝豆のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  白菜の
だし汁  豆腐のとろとろ煮
枝豆のやわらか煮

17火

牛乳  ごはん  じゃが芋とご
ぼうのみそ汁  豚こま天
キャベツの胡麻マヨネーズ
あえ  牛乳  寒天入りフ
ルーツポンチ

ごはん  じゃが芋とごぼう
のみそ汁  鶏ささみのやわ
らか煮  キャベツのあえも
の  くだもの

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  白身魚のやわら
か煮  キャベツのとろとろ
煮

18水

牛乳  シーフードカレー
きゅうりとコーンのサラダ
フルーツヨーグルト  牛乳
お誕生会お楽しみおやつ

ごはん  ミルクシチュー
きゅうりのあえもの  フルー
ツヨーグルト  きなこおにぎ
り

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  きゅうりのやわらか
煮  くだもの

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  きゅうりのやわらか
煮  くだもの

19木

牛乳  食パン  きのこの
スープ  さけのコーンマヨ
ネーズ焼き  ポテトサラダ
牛乳  ごまドーナツ

食パン  きのこのスープ  さ
けのやわらか煮  じゃが芋
のあえもの  ホットケーキ

ミルク  パンがゆ  人参の
だし汁  白身魚のやわらか
煮  じゃが芋のとろとろ煮

ミルク  パンがゆ  人参の
だし汁  白身魚のやわらか
煮  じゃが芋のとろとろ煮

20金

牛乳  おもち  けんちん汁
みかん  牛乳  豆腐ホット
パン

けんちんうどん  みかん
ホットケーキ

ミルク  けんちんうどん  み
かん

ミルク  けんちんうどん  み
かん

21土

牛乳  豆乳ココア  親子丼
もやしとわかめのみそ汁
牛乳  レーズンパン

豆乳  ごはん  鶏団子のや
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  鶏団
子のやわらか煮  もやしの
だし汁

ミルク  豆乳  五分がゆ  豆
腐のやわらか煮  もやしの
だし汁

22日

23月

牛乳  ごはん  かぼちゃの
ほうとう風  豚肉のすき焼
き風煮物  切干し大根のサ
ラダ  牛乳  どら焼き

ごはん  かぼちゃのほうとう
風  鶏ささみと野菜のやわ
らか煮  切干し大根のあえ
もの  ホットケーキ

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  きゅうりのとろ
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  きゅうりのとろと
ろ煮

24火

牛乳  ピラフ  野菜スープ
フライドチキン  フライドポ
テト  ブロッコリーのマヨ
ネーズあえ  トマト  バナナ
牛乳  クリスマスケーキ

ごはん  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  トマト  バ
ナナ  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  キャベツの
だし汁  鶏団子のやわらか
煮  ブロッコリーのとろとろ
煮  トマト  バナナ

ミルク  五分がゆ  キャベツ
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  トマト  バナナ

25水

牛乳  鮭おにぎり  塩ラーメ
ン  杏仁豆腐  牛乳  コーン
マヨネーズトースト

鮭おにぎり  野菜うどん  く
だもの  ジャムサンド

ミルク  野菜うどん  くだも
の

ミルク  野菜うどん  くだも
の

26木

牛乳  食パン  ポテトスープ
ベーコンオムレツ  白菜と
ハムのサラダ  牛乳  昆布
おにぎり

食パン  ポテトスープ  白身
魚のトマト煮  白菜のあえ
もの  昆布おにぎり

ミルク  パンがゆ  じゃが芋
のだし汁  白身魚のトマト
煮  白菜のとろとろ煮

ミルク  パンがゆ  じゃが芋
のだし汁  白身魚のトマト
煮  白菜のとろとろ煮

27金

牛乳  ごはん  五目汁  さ
ばと玉ねぎのみそ煮  ひじ
き煮  麦茶  フルーチェ

ごはん  五目汁  白身魚の
みそ煮  ひじき煮  くだもの

ミルク  全がゆ  ほうれん草
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  ほうれん
草のだし汁  白身魚のやわ
らか煮  人参のとろとろ煮

28土

牛乳  豆乳ココア  ハヤシ
ライス  りんご  牛乳  いち
ごジャムパン

豆乳  ごはん  ミルクシ
チュー  りんご  ジャムサン
ド

ミルク  豆乳  全がゆ  ミル
クシチュー  りんご

ミルク  豆乳  五分がゆ  ミ
ルクシチュー  りんご

29日

30月 〈休園日〉

31火 〈休園日〉

○子どもの好き嫌いについて

・初めての食べ物は「怖い」から「嫌」

【理由】　

自分の身を守る防衛本能から、人には「新しいものを避ける」という行動が備わっています。6歳までは、「食べてもよい物、食べられ

ない物」を見極めている時期であり、子どものなかには、なかなか新しいものを食べることができない子がいます。

【対処法】

新しいものを避ける行動は、乳児にはあまりみられず、年齢が上がる程、新しいものを敬遠するようになるので、2歳までに多くの

食体験を積むことが大切です。個人差が大きいので「無理強い」はせずに、おおらかな気持ちで楽しく食べることを心がけましょう。


