
七飯ほんちょう

　　　　保育園
日付 完了期 後期 中期 初期

１土

牛乳  豆乳ココア  ハヤシ
ライス  みかんヨーグルト
牛乳  豆パン

豆乳  ミルクシチュー  みか
んヨーグルト  ジャムサンド

ミルク  豆乳  ミルクシ
チュー  ヨーグルト

ミルク  豆乳  ミルクシ
チュー  ヨーグルト

２日

３月

牛乳  ごはん  どさんこ汁
大豆の天ぷら  白菜のじゃ
こドレッシング  牛乳  生ど
らやき

ごはん  どさんこ汁  大豆
のとろとろ煮  白菜のじゃこ
あえ  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  じゃが芋の
だし汁  大豆のとろとろ煮
白菜のじゃこのやわらか煮

ミルク  五分がゆ  じゃが芋
のだし汁  大豆のとろとろ
煮  白菜のじゃこのやわら
か煮

４火

牛乳  ごはん  かき玉汁
八宝菜  春雨サラダ  牛乳
黒糖蒸しパン

ごはん  かき玉汁  白菜の
そぼろ煮  春雨のあえもの
蒸しパン

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  白菜のそぼろ煮  きゅう
りのやわらか煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  白菜のとろとろ煮
きゅうりのやわらか煮

５水

牛乳  ごはん  じゃが芋とご
ぼうのみそ汁  豚肉のすき
焼き風煮物  きゅうりの酢
の物  牛乳  フルーツゼ
リー

ごはん  じゃが芋とごぼう
のみそ汁  鶏団子のやわら
か煮  きゅうりのあえもの
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  きゅうりのとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  じゃが芋
のだし汁  豆腐のやわらか
煮  きゅうりのとろとろ煮

６木

牛乳  食パン  豆乳スープ
チキンのチーズ焼き  ス
イートポテトサラダ  牛乳
お好み焼き

食パン  豆乳スープ  鶏ささ
みのトマト煮  さつま芋のあ
えもの  キャベツのお好み
焼き

ミルク  パンがゆ  白菜の
だし汁  鶏ささみのトマト煮
さつま芋のやわらか煮

ミルク  パンがゆ  白菜の
だし汁  白身魚のトマト煮
さつま芋のやわらか煮

７金

牛乳  ごはん  五目みそ汁
いわしの生姜煮  コロコロ
サラダ  牛乳  おからドーナ
ツ

ごはん  五目みそ汁  白身
魚のとろとろ煮  コロコロ野
菜のやわらか煮  おから
ホットケーキ

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  白身魚のとろとろ煮
枝豆のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  白身魚のとろとろ
煮  枝豆のやわらか煮

８土

牛乳  豆乳ココア  カレーラ
イス  オレンジ  牛乳  いち
ごジャムパン

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  オレンジ

ミルク  豆乳  五分がゆ  ミ
ルクシチュー  オレンジ

９日

１０月

牛乳  ごはん  大根と油揚
げの味噌汁  豚肉の焼肉
炒め  ほうれん草のサラダ
牛乳  かぼちゃケーキ

ごはん  大根と油揚げの味
噌汁  鶏団子のやわらか
煮  ほうれん草のあえもの
かぼちゃのホットケーキ

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

１１火 〈建国記念日〉

１２水

牛乳  ごはん  小松菜とな
めこのみそ汁  厚焼き卵
切干し大根とじゃが芋の旨
煮  牛乳  じゃこトースト

ごはん  小松菜となめこの
みそ汁  鶏ささみのやわら
か煮  切干し大根とじゃが
芋の旨煮  ジャムパン

ミルク  全がゆ  小松菜の
だし汁  鶏ささみのやわら
か煮  じゃが芋のとろとろ
煮

ミルク  五分がゆ  小松菜
のだし汁  豆腐のやわらか
煮  じゃが芋のとろとろ煮

１３木

牛乳  食パン  野菜スープ
ハンバーグ  マカロニサラ
ダ  牛乳  鮭チーズおにぎ
り

食パン  野菜スープ  鶏団
子のトマト煮  マカロニのあ
えもの  鮭おにぎり

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  鶏団子のトマト
煮  きゅうりのやわらか煮

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  白身魚のトマト
煮  きゅうりのやわらか煮

１４金

牛乳  ごはん  けんちん汁
白身魚のトマトソース煮
きゅうりの華風サラダ  牛
乳  ココアブラウニー

ごはん  けんちん汁  白身
魚のトマト煮  きゅうりのあ
えもの  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  白身魚のトマト煮  きゅ
うりのとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  白身魚のトマト煮
きゅうりのとろとろ煮



日付 完了期 後期 中期 初期

１５土

牛乳  豆乳ココア  親子丼
もやしとわかめのみそ汁
牛乳  あんぱん

豆乳  ごはん  鶏ささみの
やわらか煮  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

ミルク  豆乳  五分がゆ  豆
腐のやわらか煮  もやしの
だし汁

１６日

１７月

牛乳  ごはん  豆腐とわか
めのみそ汁  レバーと芋の
甘辛煮  キャベツのツナマ
ヨネーズあえ  牛乳  チー
ズホットケーキ

ごはん  豆腐とわかめのみ
そ汁  鶏ささみとじゃが芋
のトマト煮  キャベツのあえ
物  チーズホットケーキ

ミルク  全がゆ  豆腐のだし
汁  鶏ささみとじゃが芋のト
マト煮  キャベツのとろとろ
煮

ミルク  五分がゆ  豆腐の
だし汁  白身魚とじゃが芋
のトマト煮  キャベツのとろ
とろ煮

１８火

牛乳  ごはん  なすと玉ね
ぎのみそ汁  厚揚げの中
華煮  もやしとわかめのナ
ムル  牛乳  豆腐団子

ごはん  なすと玉ねぎのみ
そ汁  豆腐の野菜あんかけ
もやしのあえもの  きなこお
にぎり

ミルク  全がゆ  なすと玉ね
ぎのだし汁  豆腐の野菜あ
んかけ  もやしのやわらか
煮

ミルク  五分がゆ  なすと玉
ねぎのだし汁  豆腐の野菜
あんかけ  もやしのやわら
か煮

１９水

牛乳  ホワイトシチューライ
ス  白菜のサラダ  みかん
牛乳  パウンドケーキ

ごはん  ミルクシチュー  白
菜のあえもの  みかん
ホットケーキ

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  白菜のとろとろ煮
みかん

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  白菜のとろとろ煮
みかん

２０木

牛乳  食パン  スープヌード
ル  豚肉とたまねぎのソ
テー  ブロッコリーの三色
サラダ  牛乳  芋もち

食パン  スープヌードル  鶏
団子と玉ねぎのやわらか
煮  ブロッコリーのあえもの
じゃが芋の甘辛煮

ミルク  パンがゆ  玉ねぎ
のだし汁  鶏団子と玉ねぎ
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  玉ねぎ
のだし汁  白身魚と玉ねぎ
のやわらか煮  ブロッコ
リーのとろとろ煮

２１金

牛乳  ごはん  豚汁  鮭の
照り焼き  ほうれん草の白
あえ  牛乳  人参カップケー
キ

ごはん  野菜のみそ汁  鮭
の照り焼き  ほうれん草の
白あえ  人参ホットケーキ

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  白身魚のやわらか煮
ほうれん草のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  白身魚のやわらか
煮  ほうれん草のとろとろ
煮

２２土

牛乳  豆乳ココア  中華丼
わかめスープ  牛乳  黒糖
パン

豆乳  ごはん  白菜のそぼ
ろあんかけ  キャベツのだ
し汁

ミルク  豆乳  全がゆ  白菜
のそぼろあんかけ  キャベ
ツのだし汁

ミルク  豆乳  五分がゆ  白
菜のとろとろ煮  キャベツ
のだし汁

２３日 〈天皇誕生日〉

２４月 〈振替休日〉

２５火

牛乳  ごはん  キャベツの
みそ汁  はんぺんのチーズ
サンドフライ  きゅうりといり
卵のサラダ  牛乳  ツナパ
ン

ごはん  キャベツのみそ汁
白身魚のとろとろ煮  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
みそ汁  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  キャベツ
のみそ汁  白身魚のとろと
ろ煮  きゅうりのやわらか
煮

２６水

牛乳  焼きうどん  きのこの
スープ  フルーツポンチ  牛
乳  豆乳もち

野菜うどん  くだもの  おに
ぎり

ミルク  野菜うどん  くだも
の

ミルク  野菜うどん  くだも
の

２８木

牛乳  食パン  ミネストロー
ネスープ  ベーコンオムレ
ツ  ブロッコリーのマヨネー
ズあえ  牛乳  とりそぼろお
にぎり

食パン  ミネストローネスー
プ  鶏団子のやわらか煮
ブロッコリーのあえもの  と
りそぼろおにぎり

ミルク  パンがゆ  野菜のト
マト煮  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  野菜のト
マト煮  豆腐のやわらか煮
ブロッコリーのとろとろ煮

２９金

牛乳  ごはん  鶏だんご鍋
さばの塩焼き  れんこんの
きんぴら  牛乳  おやつ・コ
ロッケパン

ごはん  鶏だんご鍋  白身
魚のやわらか煮  れんこん
のきんぴら  じゃが芋のパ
ン粉焼きサンド

ミルク  全がゆ  鶏だんご
鍋  白身魚のやわらか煮
人参のとろとろ煮

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

２９水

牛乳  豆乳ココア  マー
ボー豆腐どん  たまごスー
プ  牛乳  レーズンパン

豆乳  ごはん  豆腐のそぼ
ろ煮  キャベツのスープ
ジャムパン

ミルク  豆乳  全がゆ  豆腐
のそぼろ煮  キャベツの
スープ

ミルク  豆乳  五分がゆ  豆
腐のとろとろ煮  キャベツ
のスープ


