七飯ほんちょう
保育園
日付

１土

完了期

後期

牛乳 豆乳ココア ホワイト 豆乳 ごはん ミルクシ
シチューライス キウイフ チュー キウイフルーツ
ルーツ 牛乳 レーズンパ ジャムサンド
ン

中期

初期

ミルク 豆乳 全がゆ ミル ミルク 豆乳 五分がゆ ミ
クシチュー くだもの
ルクシチュー くだもの

２日
３月

４火

５水

６木

７金

８土

牛乳 ごはん 白菜とえの
きのみそ汁 豚肉の柳川風
煮物 大根とツナのあえ物
牛乳 パウンドケーキ

ごはん 白菜とえのきのみ ミルク 全がゆ 白菜のだし ミルク 五分がゆ 白菜の
そ汁 鶏団子のやわらか煮 汁 鶏団子のやわらか煮 だし汁 豆腐のやわらか煮
大根のあえもの ホット
大根のとろとろ煮
大根のとろとろ煮
ケーキ

牛乳 ごはん 納豆と野菜
のみそ汁 レバーと芋の甘
辛煮 小松菜のおかか和
え 牛乳 寒天入りフルー
ツポンチ
牛乳 ごはん そうめん汁
厚揚げのみそ炒め ほうれ
ん草のサラダ 牛乳 ホット
ケーキ
牛乳 食パン 野菜スープ
チキンのチーズ焼き ス
イートポテトサラダ 牛乳
みたらし団子

ごはん 納豆と野菜のみそ
汁 鶏ささみとじゃが芋の
やわらか煮 小松菜のおか
か和え くだもの

ミルク 全がゆ 豆腐のだし
汁 鶏ささみとじゃが芋の
やわらか煮 小松菜のとろ
とろ煮

ミルク 五分がゆ 豆腐の
だし汁 白身魚とじゃが芋
のやわらか煮 小松菜のと
ろとろ煮

ごはん そうめん汁 豆腐 ミルク 全がゆ 白菜のだし ミルク 五分がゆ 白菜の
のみそ煮 ほうれん草のあ 汁 豆腐のやわらか煮 ほ だし汁 豆腐のやわらか煮
えもの ホットケーキ
うれん草のとろとろ煮
ほうれん草のとろとろ煮
食パン 野菜スープ 鶏団 ミルク パンがゆ キャベツ ミルク パンがゆ キャベツ
子のトマト煮 さつま芋のあ のだし汁 鶏団子のトマト のだし汁 白身魚のトマト
えもの きなこおにぎり
煮 さつま芋のとろとろ煮 煮 さつま芋のとろとろ煮

牛乳 昆布おにぎり 冷や 昆布おにぎり 野菜うどん
しうどん すいか 牛乳 お すいか ジャムサンド
やつホットドッグ

ミルク 野菜うどん すいか ミルク 野菜うどん すいか

牛乳 豆乳ココア カレーラ 豆乳 ごはん ミルクシ
イス バナナヨーグルト 牛 チュー バナナヨーグルト
乳 黒糖ロール
ジャムサンド

ミルク 豆乳 全がゆ ミル ミルク 豆乳 五分がゆ ミ
クシチュー バナナ
ルクシチュー バナナ

９日
１０月

〈山の日〉
牛乳 ごはん 切り干しとか
ぼちゃのみそ汁 スタミナ
１１火 炒め ごぼうとコーンのサ
ラダ 牛乳 塩ゆで枝豆

ごはん 切り干しとかぼ
ちゃのみそ汁 鶏ささみの
やわらか煮 にんじんのあ
えもの 塩ゆで枝豆

牛乳 ごはん わかめスー
プ 豆腐と青菜のチャンプ
１２水 ルー ほうれん草のナムル
牛乳 ゆでとうもろこし

ごはん わかめスープ 豆 ミルク 全がゆ キャベツの
腐のとろとろ煮 ほうれん だし汁 豆腐のとろとろ煮
草のあえもの ゆでとうもろ ほうれん草のやわらか煮
こし

牛乳 食パン マカロニ
食パン マカロニスープ 鶏
スープ ベーコンオムレツ ささみのとろとろ煮 ゆで野
１３木 ゆで野菜 牛乳 とりそぼろ 菜 おかかおにぎり
おにぎり

ミルク 全がゆ かぼちゃの ミルク 五分がゆ かぼちゃ
だし汁 鶏ささみのやわら のだし汁 豆腐のやわらか
か煮 にんじんのとろとろ 煮 にんじんのとろとろ煮
煮

ミルク パンがゆ キャベツ
のだし汁 鶏ささみのとろと
ろ煮 ブロッコリーのやわら
か煮

ミルク 五分がゆ キャベツ
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 パンがゆ キャベツ
のだし汁 豆腐のとろとろ
煮 ブロッコリーのやわら
か煮

牛乳 ごはん 豚汁 鮭の
照り焼き じゃが芋きんぴ
１４金 ら 牛乳 オレンジムース

ごはん 野菜のみそ汁 鮭 ミルク 全がゆ 大根のだし ミルク 五分がゆ 大根の
のやわらか煮 じゃが芋き 汁 白身魚のやわらか煮 だし汁 白身魚のやわらか
んぴら みかんヨーグルト じゃが芋のとろとろ煮
煮 じゃが芋のとろとろ煮

牛乳 豆乳ココア 中華丼
玉ねぎと油揚げのみそ汁
１５土 牛乳 豆パン

豆乳 ごはん 野菜のそぼ ミルク 豆乳 全がゆ 野菜 ミルク 豆乳 五分がゆ 野
ろあんかけ 玉ねぎと油揚 のそぼろあんかけ 玉ねぎ 菜のとろとろ煮 玉ねぎの
げのみそ汁 ジャムサンド のだし汁
だし汁

日付

完了期

後期

中期

初期

ごはん じゃが芋ときぬさ
やのみそ汁 鶏団子と野菜
のとろとろ煮 キャベツのあ
えもの 蒸しパン

ミルク 全がゆ じゃが芋の
だし汁 鶏団子と野菜のと
ろとろ煮 キャベツのやわ
らか煮

ミルク 五分がゆ じゃが芋
のだし汁 豆腐と野菜のと
ろとろ煮 キャベツのやわ
らか煮

ごはん なすと玉ねぎのみ
そ汁 豆腐のそぼろ煮 春
雨のあえもの じゃが芋の
煮ころがし
ごはん ミルクシチュー
きゅうりのあえもの くだも
の ホットケーキ

ミルク 全がゆ なすと玉ね
ぎのだし汁 豆腐のそぼろ
煮 もやしときゅうりのとろ
とろ煮
ミルク 全がゆ ミルクシ
チュー きゅうりのあえもの
くだもの

ミルク 五分がゆ なすと玉
ねぎのだし汁 豆腐のとろ
とろ煮 もやしときゅうりの
とろとろ煮
ミルク 五分がゆ ミルクシ
チュー きゅうりのあえもの
くだもの

牛乳 食パン 野菜スープ 食パン 野菜スープ 鶏団 ミルク パンがゆ ほうれん
肉団子の揚げ煮 かぼちゃ 子のトマト煮 かぼちゃの 草のだし汁 鶏団子のトマ
２０木 のサラダ 麦茶 豆乳もち あえもの きなこおにぎり 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

１６日
牛乳 ごはん じゃが芋とき
ぬさやのみそ汁 鶏肉のす
１７月 き焼き風煮物 ひじきと
キャベツのサラダ 牛乳
マーラカオ
牛乳 ごはん なすと玉ね
ぎのみそ汁 マーボー豆腐
１８火 （キッズ） 春雨サラダ 牛
乳 揚げ芋
牛乳 大豆カレーライス
きゅうりとコーンのサラダ
１９水 フルーツポンチ 牛乳 簡
単ピザ

牛乳 ごはん けんちん汁
さばと玉ねぎのみそ煮
２１金 きゅうりの華風サラダ 牛
乳 じゃこトースト
牛乳 豆乳ココア 白菜の
卵とじ丼 もやしとわかめ
２２土 のみそ汁 牛乳 ジャムパ
ン

ごはん けんちん汁 白身 ミルク 全がゆ 大根のだし ミルク 五分がゆ 大根の
魚のみそ煮 きゅうりの華 汁 白身魚のやわらか煮 だし汁 白身魚のやわらか
風サラダ じゃこトースト
きゅうりのとろとろ煮
煮 きゅうりのとろとろ煮
豆乳 ごはん 白菜のそぼ ミルク 豆乳 全がゆ 白菜 ミルク 豆乳 五分がゆ 白
ろ煮 もやしのだし汁 ジャ のそぼろ煮 もやしのだし 菜のやわらか煮 もやしの
ムサンド
汁
だし汁

２３日
牛乳 ごはん キャベツの
みそ汁 ひじき団子のあん
２４月 かけ コロコロサラダ 牛乳
さつま芋チップ

ごはん キャベツのみそ汁 ミルク 全がゆ キャベツの ミルク 五分がゆ キャベツ
鶏団子のやわらか煮 ごぼ だし汁 鶏団子のやわらか のだし汁 豆腐のやわらか
うと枝豆のあえもの さつま 煮 枝豆のとろとろ煮
煮 枝豆のとろとろ煮
芋の甘煮

牛乳 ごはん 小松菜とな
めこのみそ汁 擬製豆腐
２５火 切干し大根とさつま芋の旨
煮 牛乳 お好み焼き

ごはん 小松菜となめこの ミルク 全がゆ 小松菜の
みそ汁 豆腐のとろとろ煮 だし汁 豆腐のとろとろ煮
切干し大根とさつま芋の旨 さつま芋のやわらか煮
煮 キャベツのお好み焼き

ミルク 五分がゆ 小松菜
のだし汁 豆腐のとろとろ
煮 さつま芋のやわらか煮

牛乳 ごはん 五目みそ汁
赤魚の煮つけ ブロッコ
２６水 リーのごまあえ 牛乳 お
誕生会お楽しみおやつ

ごはん 五目みそ汁 白身 ミルク 全がゆ 大根のだし
魚のやわらか煮 ブロッコ 汁 白身魚のやわらか煮
リーのごまあえ ホットケー ブロッコリーのとろとろ煮
キ

ミルク 五分がゆ 大根の
だし汁 白身魚のやわらか
煮 ブロッコリーのとろとろ
煮

牛乳 食パン 豆乳スープ
豚肉のピカタ ブロッコリー
２７木 のマヨネーズあえ 牛乳
みそ焼きおにぎり

食パン 豆乳スープ 鶏ささ
みのやわらか煮 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 白菜の
豆乳だし汁 白身魚のやわ
らか煮 ブロッコリーのとろ
とろ煮

ミルク パンがゆ 白菜の
豆乳だし汁 鶏ささみのや
わらか煮 ブロッコリーのと
ろとろ煮

牛乳 ごはん 豆腐旨煮椀 ごはん 豆腐旨煮椀 白身 ミルク 全がゆ 豆腐だし汁 ミルク 五分がゆ 豆腐だし
カレイの利休揚げ キャベ 魚のとろとろ煮 キャベツ 白身魚のとろとろ煮 キャ 汁 白身魚のとろとろ煮
ベツのやわらか煮
キャベツのやわらか煮
２８金 ツのマヨネーズあえ 牛乳 のあえもの くだもの
ブルーベリーミルクゼリー
牛乳 豆乳ココア ハヤシ 豆乳 ごはん ミルクシ
ミルク 豆乳 全がゆ ミル ミルク 豆乳 五分がゆ ミ
ライス オレンジ 牛乳 あ チュー オレンジ ジャムサ クシチュー オレンジ
ルクシチュー オレンジ
２９土 んぱん
ンド

３０日
牛乳 ごはん 大根と厚揚
げのみそ汁 じゃが芋のカ
３１月 レーそぼろ煮 白菜のじゃ
こドレッシング 牛乳 ずん
だ団子

ごはん 大根と厚揚げのみ ミルク 全がゆ 大根のだし
そ汁 じゃが芋のそぼろ煮 汁 じゃが芋のそぼろ煮
白菜のじゃこのあえもの
白菜のじゃこのとろとろ煮
枝豆おにぎり

ミルク 五分がゆ 大根の
だし汁 じゃが芋もやわら
か煮 白菜のじゃこのとろ
とろ煮

