
七飯ほんちょう

　　　　保育園
日付 完了期 後期 中期 初期

１水

牛乳  ごはん  大根と油揚
げのみそ汁  カレー肉じゃ
が  ほうれん草のサラダ
牛乳  いちご豆乳ゼリー

ごはん  大根と油揚げのみ
そ汁  じゃが芋のそぼろ煮
ほうれん草あえもの  くだも
の

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  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  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

２木

牛乳  パン  野菜スープ
キチンカツ  ゆで野菜  牛
乳  枝豆おにぎり

パン  野菜スープ  鶏ささみ
のトマト煮  ゆで野菜  おに
ぎり

ミルク  パンがゆ  ほうれん
草のだし汁  鶏ささみのト
マト煮  ブロッコリーのとろ
とろ煮

ミルク  パンがゆ  ほうれん
草のだし汁  白身魚のトマ
ト煮  ブロッコリーのとろと
ろ煮

３金

牛乳  ごはん  けんちん汁
さけのちゃんちゃん焼き  さ
つま芋と昆布の煮物  牛乳
きな粉ラスク

牛乳  ごはん  けんちん汁
さけのみそ煮  さつま芋と
昆布の煮物  牛乳  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  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

４土
牛乳  豆乳ココア  豚丼  も
やしとわかめのみそ汁  牛
乳  バターパン

豆乳  ごはん  鶏団子のと
ろとろ煮  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
子のとろとろ煮  もやしのだ
し汁

ミルク  豆乳  五分がゆ  豆
腐のとろとろ煮  もやしのだ
し汁

５日

６月

牛乳  ごはん  白菜と厚揚
げのみそ汁  筑前煮  ちく
わ磯辺焼き  牛乳  怪獣
ドーナツ

ごはん  白菜と厚揚げのみ
そ汁  鶏ささみと野菜のや
わらか煮  白身魚の磯辺
焼き  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  白菜のだし
汁  鶏ささみと人参のやわ
らか煮  白身魚のとろとろ
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

７火
牛乳  七夕そうめん  バナ
ナ  牛乳  七夕キラキラゼ
リー

七夕そうめん  バナナ  七
夕キラキラゼリー

ミルク  野菜うどん  バナナ ミルク  野菜うどん  バナナ

８水

牛乳  ごはん  茄子と玉ね
ぎのみそ汁  鶏と揚げじゃ
が芋の煮物  きゅうりの華
風サラダ  牛乳  コーンマヨ
ネーズトースト

ごはん  茄子と玉ねぎのみ
そ汁  鶏団子とじゃが芋の
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  茄子と玉
ねぎのだし汁  鶏団子と
じゃが芋のやわらか煮
きゅうりのとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  茄子と
玉ねぎのだし汁  白身魚と
じゃが芋のやわらか煮
きゅうりのとろとろ煮

９木

牛乳  パン  野菜スープ
ポークチャップ  マカロニサ
ラダ  牛乳  さつまいもかり
んとう

パン  野菜スープ  鶏ささみ
のトマト煮  マカロニのあえ
もの  さつまいもの甘煮

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  鶏ささみのトマト
煮  きゅうりのとろとろ煮

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  トマトのトマト煮
きゅうりのとろとろ煮

１０金

牛乳  ごはん  豆乳汁煮
さばのごま照り焼き  小松
菜のおかかあえ  牛乳  煮
豆蒸しパン

ごはん  豆乳汁煮  白身魚
のやわらか煮  小松菜のお
かかあえ  蒸しパン

ミルク  全がゆ  チンゲン菜
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  チンゲン
菜のだし汁  白身魚のやわ
らか煮  小松菜のとろとろ
煮

１１土

牛乳  豆乳ココア  中華丼
わかめスープ  牛乳  メロ
ンパン

豆乳  ごはん  野菜のとろ
とろ煮  わかめスープ  ジャ
ムサンド

ミルク  豆乳  全がゆ  鶏さ
さみと白菜のとろとろ煮
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

１２日

１３月

牛乳  ごはん  玉ねぎとわ
かめのみそ汁  厚揚げの
そぼろ煮  切干し大根のサ
ラダ  牛乳  おやつお子様
スパゲティー

ごはん  玉ねぎとわかめの
みそ汁  豆腐のそぼろ煮
切干し大根のあえもの  野
菜うどん

ミルク  全がゆ  玉ねぎの
だし汁  豆腐のそぼろ煮
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

１４火

牛乳  ごはん  五目みそ汁
魚の甘酢あんかけ  ひじき
とほうれん草のサラダ  牛
乳  豆腐団子（あずき）

ごはん  五目みそ汁  白身
魚の野菜あんかけ  ほうれ
ん草のあえもの  きな粉お
にぎり

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  白身魚の野菜あんか
け  ほうれん草のとろとろ
煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  白身魚の野菜あん
かけ  ほうれん草のとろと
ろ煮

１５水

牛乳  なすとひき肉のトマト
カレー  白菜とハムのサラ
ダ  フルーツポンチ  牛乳
チーズホットケーキ

ごはん  ミルクシチュー  白
菜のあえもの  くだもの
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
くだもの

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  白菜のとろとろ煮
くだもの



日付 完了期 後期 中期 初期

１６木

牛乳  食パン  コーンスー
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  五目おにぎり

食パン  コーンスープ  鶏
団子のとろとろ煮  キャベ
ツのあえもの  おにぎり

ミルク  パンがゆ  玉ねぎ
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  パンがゆ  玉ねぎ
のだし汁  白身魚のとろと
ろ煮  キャベツのやわらか
煮

１７金

牛乳  おにぎり  豚肉の焼
肉  ウインナー  塩ゆで枝
豆  ゆでとうもろこし  ゼ
リー  牛乳  バナナハード
ケーキ

おにぎり  鶏団子のやわら
か煮  塩ゆで枝豆  ゆでと
うもろこし  バナナホット
ケーキ

ミルク  全がゆ  鶏団子の
やわらか煮  枝豆のとろと
ろ煮

ミルク  五分がゆ  白身魚
のやわらか煮  枝豆のとろ
とろ煮

１８土

牛乳  豆乳ココア  ハヤシ
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

１９日

２０月

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  いんげんとさ
さ身のマヨネーズあえ  牛
乳  どら焼き

ごはん  じゃが芋とごぼう
のみそ汁  鶏ささみと野菜
のやわらか煮  いんげんと
ささ身のあえもの  ホット
ケーキ

ミルク  全がゆ  じゃが芋の
だし汁  鶏ささみと野菜の
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  豆腐と野菜のや
わらか煮  人参のとろとろ
煮

２１火

牛乳  ごはん  かき玉汁
松風焼き  コロコロサラダ
牛乳  フルーツゼリー

ごはん  かき玉汁  鶏団子
のとろとろ煮  枝豆とごぼう
のやわらか煮  くだもの

ミルク  全がゆ  チンゲン菜
のだし汁  鶏団子のとろと
ろ煮  枝豆とごぼうのやわ
らか煮

ミルク  五分がゆ  チンゲン
菜のだし汁  白身魚のとろ
とろ煮  枝豆とごぼうのや
わらか煮

２２水

牛乳  昆布おにぎり  冷や
し中華  メロン  牛乳  さつ
ま芋のガレット

昆布おにぎり  野菜うどん
メロン  さつま芋のホット
ケーキ

ミルク  野菜うどん  メロン ミルク  野菜うどん  メロン

２３木 〈海の日〉

２４金 〈スポーツの日〉

２５土

牛乳  豆乳ココア  ドライカ
レーライス  ブルーベリー
ヨーグルト  牛乳  あんぱん

豆乳  ごはん  ミルクシュー
ヨーグルト  ジャムサンド

ミルク  豆乳  全がゆ  ミル
クシュー

ミルク  豆乳  五分がゆ  ミ
ルクシュー

２６日

２７月

牛乳  ごはん  豚肉となめ
このみそ汁  大豆の天ぷら
白菜のりあえ  牛乳  みた
らし団子

ごはん  なめこのみそ汁
大豆のやわらか煮  白菜
のりあえ  きなこおにぎり

ミルク  全がゆ  小松菜の
だし汁  大豆のやわらか煮
白菜のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  小松菜
のだし汁  大豆のやわらか
煮  白菜のとろとろ煮

２８火

牛乳  ごはん  はるさめ
スープ  シュウマイ  ほうれ
ん草のナムル  牛乳  黒み
つときな粉のフレンチトー
スト

ごはん  はるさめスープ
鶏団子のやわらか煮  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  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

２９水

牛乳  ごはん  豆腐とわか
めのみそ汁  厚焼き卵
キャベツの胡麻マヨネーズ
あえ  牛乳  ココアプリン

ごはん  豆腐とわかめのみ
そ汁  白身魚のやわらか煮
キャベツのあえもの  くだも
の

ミルク  全がゆ  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

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

３０木

牛乳  パン  スープヌードル
ミートローフ  ジャーマンポ
テト  牛乳  わかめおにぎり

パン  スープヌードル  鶏さ
さみのトマト煮  じゃが芋の
やわらか煮  わかめおにぎ
り

ミルク  パンがゆ  玉ねぎ
のだし汁  鶏ささみのトマト
煮  じゃが芋のやわらか煮

ミルク  パンがゆ  玉ねぎ
のだし汁  白身魚のトマト
煮  じゃが芋のやわらか煮

３１金

牛乳  ごはん  豚汁  ホッケ
の塩焼き  きゅうりの酢の
物  牛乳  ミニアメリカンドッ
グ

ごはん  野菜のみそ汁  白
身魚のやわらか煮  きゅう
りのあえもの  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  白菜のだし
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  白菜の
だし汁  白身魚のやわらか
煮  きゅうりのとろとろ煮


