
七飯ほんちょう

　　　　保育園

日付 完了期 後期 中期 初期

１水 〈休園日〉

２木 〈休園日〉

３金 〈休園日〉

４土 〈休園日〉

５日

６月

牛乳  ごはん  白菜と厚揚げ

のみそ汁  カレー肉じゃが

ごぼうとコーンのサラダ  牛

乳  ホットケーキ

ごはん  白菜と厚揚げのみそ

汁  じゃが芋と鶏ささみのや

わらか煮  ごぼうと人参のあ

えもの  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  白菜のだし

汁  じゃが芋と鶏ささみのや

わらか煮  人参のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  白菜のだ

し汁  じゃが芋のやわらか煮

人参のとろとろ煮

７火

牛乳  ごはん  じゃが芋とご

ぼうのみそ汁  とんちゃん焼

き  キャベツの胡麻マヨネー

ズあえ  牛乳  フルーツ白玉

ごはん  じゃが芋とごぼうの

みそ汁  鶏団子のやわらか

煮  キャベツのあえもの  フ

ルーツ

ミルク  全がゆ  じゃが芋のだ

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  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

８水

牛乳  ごはん  なすと玉ねぎ

のみそ汁  厚焼き卵  切干し

大根の旨煮  牛乳  煮豆蒸し

パン

ごはん  なすと玉ねぎのみそ

汁  鶏ささみのやわらか煮

切干し大根煮  蒸しパン

ミルク  全がゆ  なすと玉ね

ぎのだし汁  鶏ささみのやわ

らか煮  人参のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  なすと玉

ねぎのだし汁  豆腐のやわら

か煮  人参のとろとろ煮

９木

牛乳  食パン  野菜スープ

鶏肉のクリーム煮  ほうれん

草とコーンのソテー  牛乳

ぶどうゼリー

食パン  野菜スープ  鶏団子

のクリーム煮  ほうれん草の

やわらか煮  くだもの

ミルク  パンがゆ  キャベツの

だし汁  鶏団子のクリーム煮

ほうれん草のやわらか煮

ミルク  パンがゆ  キャベツの

だし汁  白身魚のクリーム煮

ほうれん草のやわらか煮

１０金

牛乳  ごはん  五目汁  白身

魚の天ぷら  きゅうりの酢の

物  牛乳  ジャムサンド

ごはん  五目汁  白身魚のや

わらか煮  きゅうりのあえもの

ジャムサンド

ミルク  全がゆ  ほうれん草

のだし汁  白身魚のやわらか

煮  きゅうりのとろとろ煮

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  きゅうりのとろとろ煮

１１土

牛乳  豆乳ココア  豚肉のみ

そ丼  豆腐すまし汁  牛乳  メ

ロンパン

豆乳  ごはん  鶏ささみのや

わらか煮  豆腐すまし汁

ジャムサンド

ミルク  豆乳  全がゆ  鶏ささ

みのやわらか煮  豆腐すまし

汁

ミルク  豆乳  五分がゆ  白

身魚のやわらか煮  豆腐す

まし汁

１２日

１３月 〈成人の日〉

１４火

牛乳  ごはん  にらと卵の中

華スープ  ピーマンの細切り

炒め  かぶの梅あえ  牛乳

大学芋

ごはん  にらと卵の中華スー

プ  鶏団子のやわらか煮  か

ぶのあえもの  さつま芋の甘

煮

ミルク  全がゆ  人参のだし

汁  鶏団子のやわらか煮  か

ぶのとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  人参のだ

し汁  豆腐のやわらか煮  か

ぶのとろとろ煮

１５水

牛乳  ごはん  大根と油揚げ

のみそ汁  厚揚げの炒め物

白菜のりあえ  牛乳  フルー

ツのゼリーがけ

ごはん  大根と油揚げのみそ

汁  豆腐のそぼろ煮  白菜の

りあえ  フルーツ

ミルク  全がゆ  大根のだし

汁  豆腐のそぼろ煮  白菜や

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  白菜

やわらか煮

１６木

牛乳  食パン  かぼちゃの

スープ  ナゲット  ゆで野菜

牛乳  じゃこごまおにぎり

食パン  かぼちゃのスープ

鶏団子のトマト煮  ゆで野菜

じゃこごまおにぎり

ミルク  パンがゆ  かぼちゃ

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  かぼちゃ

のだし汁  白身魚のトマト煮

キャベツのやわらか煮

１７金

牛乳  ごはん  豚汁  さばの

ごま焼き  田舎煮  牛乳  フレ

ンチトースト

ごはん  豚汁  白身魚のとろ

とろ煮  野菜のみそ煮  ジャ

ムサンド

ミルク  全がゆ  白菜のだし

汁  白身魚のとろとろ煮  人

参のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  白菜のだ

し汁  白身魚のとろとろ煮  人

参のやわらか煮



日付 完了期 後期 中期 初期

１８土

牛乳  豆乳ココア  ホワイトシ

チューライス  バナナ  牛乳

バターパン

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  バナナ

ミルク  豆乳  五分がゆ  ミル

クシチュー  バナナ

１９日

２０月

牛乳  ごはん  もやしとわか

めのみそ汁  れんこんまん

じゅう  キャベツのベーコンド

レッシング  牛乳  青菜カップ

ケーキ

ごはん  もやしとわかめのみ

そ汁  鶏団子のとろとろ煮

キャベツのあえもの  青菜

ホットケーキ

ミルク  全がゆ  もやしのだし

汁  鶏団子のとろとろ煮  キャ

ベツのやわらか煮

ミルク  五分がゆ  もやしのだ

し汁  豆腐のとろとろ煮  キャ

ベツのやわらか煮

２１火

牛乳  ごはん  さつま芋とわ

かめのみそ汁  凍り豆腐のふ

わふわ煮  大根とツナのあえ

物  牛乳  ココアプリン

ごはん  さつま芋とわかめの

みそ汁  豆腐のとろとろ煮

大根のあえもの  くだもの

ミルク  全がゆ  さつま芋の

だし汁  豆腐のとろとろ煮  大

根のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  さつま芋

のだし汁  豆腐のとろとろ煮

大根のやわらか煮

２２水

牛乳  大豆カレーライス  きゅ

うりとコーンのサラダ  フルー

ツポンチ  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  くだもの  ヨー

グルト

ミルク  全がゆ  ミルクシ

チュー  きゅうりのとろとろ煮

くだも

ミルク  五分がゆ  ミルクシ

チュー  きゅうりのとろとろ煮

くだも

２３木

牛乳  パン  スープヌードル

ポークチャップ  マセドワーヌ

サラダ  牛乳  みたらし団子

パン  スープヌードル  鶏ささ

みのトマト煮  じゃがいものあ

えもの  きなこおにぎり

ミルク  パンがゆ  玉ねぎの

だし汁  鶏ささみのトマト煮

じゃがいものやわらか煮

ミルク  パンがゆ  玉ねぎの

だし汁  豆腐のトマト煮  じゃ

がいものやわらか煮

２４金

牛乳  ごはん  豆腐となめこ

のみそ汁  カレイ五目あんか

け  もやしの納豆和え  牛乳

さつま芋のガレット

ごはん  豆腐となめこのみそ

汁  白身魚の野菜あんかけ

もやしの納豆和え  さつま芋

のホットケーキ

ミルク  全がゆ  豆腐のだし

汁  白身魚のとろとろに  もや

しのやわらか煮

ミルク  五分がゆ  豆腐のだ

し汁  白身魚のとろとろに  も

やしのやわらか煮

２５土

牛乳  豆乳ココア  マーボー

豆腐どん  わかめスープ  牛

乳  あんぱん

豆乳  ごはん  豆腐のそぼろ

あんかけ  わかめスープ

ジャムサンド

ミルク  豆乳  全がゆ  豆腐

のとろとろ煮  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

２６日

２７月

牛乳  ごはん  中華風コーン

スープ  シュウマイ  ほうれん

草のナムル  牛乳  りんご

ケーキ

ごはん  中華風コーンスープ

鶏団子のやわらか煮  ほうれ

ん草のあえもの  りんごの

ホットケーキ

ミルク  全がゆ  人参のだし

汁  鶏団子のやわらか煮  ほ

うれん草のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  人参のだ

し汁  白身魚のやわらか煮

ほうれん草のとろとろ煮

２８火

牛乳  ごはん  キャベツのみ

そ汁  鶏肉のすき焼き風煮物

きゅうりの昆布あえ  牛乳  ツ

ナマヨネーズトースト

ごはん  キャベツのみそ汁

鶏ささみと野菜のやわらか煮

きゅうりの昆布あえ  ジャムサ

ンド

ミルク  全がゆ  キャベツのだ

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  キャベツ

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

２９水

牛乳  わかめおにぎり  温そう

めん  みかん  牛乳  ミニアメ

リカンドッグ

わかめおにぎり  野菜うどん

みかん  ホットケーキ

ミルク  野菜うどん  みかん ミルク  野菜うどん  みかん

３０木

牛乳  食パン  野菜スープ

スパニッシュオムレツ  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  じゃが

芋のそぼろあんかけ  ブロッ

コリーのあえもの  おかかお

にぎり

ミルク  パンがゆ  ほうれん

草のだし汁  じゃが芋のそぼ

ろあんかけ  ブロッコリーのや

わらか煮

ミルク  パンがゆ  ほうれん

草のだし汁  じゃが芋のとろ

とろ煮  ブロッコリーのやわら

か煮

３１金

牛乳  ごはん  けんちん汁

鮭のみそ照り焼き  さつま芋

のきんぴら  牛乳  ババロア

いちご

ごはん  けんちん汁  鮭のみ

そ煮  さつま芋の甘煮  くだも

の

ミルク  全がゆ  大根のだし

汁  白身魚のとろとろ煮  さつ

ま芋のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  大根のだ

し汁  白身魚のとろとろ煮  さ

つま芋のやわらか煮


