七飯ほんちょう
保育園
日付

１火

２水

３木

４金

５土

完了期

後期

中期

初期

牛乳 ごはん かぼちゃと長
ねぎのみそ汁 はんぺんの
チーズサンドフライ ほうれん
草の磯あえ 牛乳 人参の
カップケーキ
牛乳 ごはん なすと玉ねぎ
のみそ汁 厚揚げのそぼろ煮
切干し大根のサラダ 牛乳
チョコっとフレンチ

ごはん かぼちゃと長ねぎの ミルク 全がゆ かぼちゃの ミルク 五分がゆ かぼちゃ
みそ汁 白身魚のやわらか だし汁 白身魚のやわらか煮 のだし汁 白身魚のやわらか
煮 ほうれん草の磯あえ 人 ほうれん草のとろとろ煮
煮 ほうれん草のとろとろ煮
参のホットケーキ

牛乳 食パン マカロニスー
プ 煮込みハンバーグ ブ
ロッコリーのミモザサラダ 麦
茶 フルーチェ
牛乳 ごはん 五目かき玉汁
白身魚のみそマヨネーズ焼き
小松菜のごまあえ 牛乳
ホットケーキ

食パン マカロニスープ 鶏
団子のトマト煮 ブロッコリー
のあえもの くだもの

ごはん なすと玉ねぎのみそ ミルク 全がゆ なすと玉ね ミルク 五分がゆ なすと玉
汁 豆腐のそぼろ煮 切干し ぎのだし汁 豆腐のそぼろ煮 ねぎのだし汁 豆腐のやわら
大根のあえもの ジャムサン きゅうりのとろとろ煮
か煮 きゅうりのとろとろ煮
ド
ミルク パンがゆ キャベツの ミルク パンがゆ キャベツの
だし汁 鶏団子のトマト煮 ブ だし汁 白身魚のトマト煮 ブ
ロッコリーのとろとろ煮
ロッコリーのとろとろ煮

ごはん 五目かき玉汁 白身 ミルク 全がゆ 大根のだし
魚のみそ煮 小松菜のごまあ 汁 白身魚のとろとろ煮 小
え ホットケーキ
松菜のやわらか煮

ミルク 五分がゆ 大根のだ
し汁 白身魚のとろとろ煮 小
松菜のやわらか煮

牛乳 豆乳ココア 豚すき丼 豆乳 ごはん 鶏ささみと野 ミルク 豆乳 全がゆ 鶏ささ ミルク 豆乳 五分がゆ 豆
もやしとわかめのみそ汁 牛 菜のやわらか煮 もやしとわ みと野菜のやわらか煮 もや 腐と野菜のやわらか煮 もや
乳 クリームパン
かめのみそ汁 ジャムサンド しのだし汁
しのだし汁

６日

７月

８火

牛乳 ごはん 豆腐となめこ
のみそ汁 豚肉のしょうが焼
き きゅうりとチーズの酢の物
牛乳 さつま芋蒸しパン

ごはん 豆腐となめこのみそ ミルク 全がゆ 豆腐のだし
汁 鶏団子のやわらか煮
汁 鶏団子のやわらか煮
きゅうりのあえもの さつま芋 きゅうりのとろとろ煮
蒸しパン

牛乳 キッズビビンバ 中華
風コーンスープ シュウマイ
牛乳 オレンジゼリー

ごはん 中華風コーンスープ ミルク 全がゆ 人参のだし ミルク 五分がゆ 人参のだ
鶏団子のやわらか煮 ほうれ 汁 鶏団子のやわらか煮 ほ し汁 豆腐のやわらか煮 ほ
ん草のあえもの くだもの
うれん草のとろとろ煮
うれん草のとろとろ煮

牛乳 ごはん 白菜とえのき
のみそ汁 厚焼き卵 五目野
９水
菜のみそ煮 牛乳 おやつ焼
きそば
牛乳 食パン 野菜スープ
さつま芋コロッケ ゆで野菜
１０木
牛乳 鮭チーズおにぎり

ごはん 白菜とえのきのみそ
汁 鶏ささみのとろとろ煮 ご
ぼうと人参のやわらか煮 野
菜うどん
食パン 野菜スープ さつま
芋のパン粉焼き キャベツの
あえもの 鮭おにぎり

ミルク 五分がゆ 豆腐のだ
し汁 白身魚のやわらか煮
きゅうりのとろとろ煮

ミルク 全がゆ 白菜のだし ミルク 五分がゆ 白菜のだ
汁 鶏ささみのとろとろ煮 人 し汁 白身魚のとろとろ煮 人
参のやわらか煮
参のやわらか煮
ミルク パンがゆ ほうれん ミルク パンがゆ ほうれん
草のだし汁 さつま芋のやわ 草のだし汁 さつま芋のやわ
らか煮 キャベツのとろとろ煮 らか煮 キャベツのとろとろ煮

牛乳 ごはん 豚汁 鮭のご ごはん 白菜のみそ汁 鮭の ミルク 全がゆ 白菜のだし ミルク 五分がゆ 白菜のだ
ま焼き 人参シリシリー 牛乳 やわらか煮 人参のあえもの 汁 白身魚のやわらか煮 人 し汁 白身魚のやわらか煮
１１金
きなこトースト
ジャムサンド
参のとろとろ煮
人参のとろとろ煮
牛乳 豆乳ココア ホワイトシ 豆乳 ごはん ミルクシチュー ミルク 豆乳 全がゆ ミルク ミルク 豆乳 五分がゆ ミル
チューライス バナナ 牛乳
バナナ ジャムサンド
シチュー バナナ
クシチュー バナナ
１２土
レーズンパン

１３日
牛乳 ごはん 大根と油揚げ ごはん 大根と油揚げのみそ ミルク 全がゆ 大根のだし ミルク 五分がゆ 大根のだ
のみそ汁 八宝菜 春雨サラ 汁 鶏ささみと野菜のあんか 汁 鶏ささみと野菜のあんか し汁 豆腐と野菜のあんかけ
１４月
ダ 牛乳 パウンドケーキ
け 春雨のあえもの ホット
け もやしのやわらか煮
もやしのやわらか煮
ケーキ

日付

完了期

牛乳 ごはん じゃが芋とご
ぼうのみそ汁 豚肉のすき焼
１５火 き風煮物 大根とツナのあえ
物 牛乳 みたらし団子

後期

中期

初期

ごはん じゃが芋とごぼうの ミルク 全がゆ じゃが芋のだ ミルク 五分がゆ じゃが芋
みそ汁 鶏団子のやわらか し汁 鶏団子のやわらか煮
のだし汁 白身魚のやわらか
煮 大根のとろとろ煮 きなこ 大根のとろとろ煮
煮 大根のとろとろ煮
おにぎり

牛乳 根菜和風カレー 白菜 ごはん ミルクシチュー 白菜
のあえもの ぶどう さつま芋
乳 スイートポテト
の甘煮
牛乳 食パン ポテトスープ 食パン ポテトスープ 鶏団
キャベツと豚肉の重ね蒸し
子とキャベツのトマト煮 パス
１７木
パスタサラダ 牛乳 寒天入 タのあえもの くだもの
りフルーツポンチ
牛乳 ごはん さつま汁 い ごはん さつま汁 白身魚の
１８金 わしフライ きゅうりの華風サ やわらか煮 きゅうりのあえも
ラダ 牛乳 チーズラスク
の ジャムサンド

ミルク 全がゆ ミルクシ
チュー 白菜のとろとろ煮 ぶ
どう
ミルク パンがゆ じゃが芋の
だし汁 鶏団子とキャベツの
トマト煮 きゅうりのやわらか
煮
ミルク 全がゆ さつま芋の
だし汁 白身魚のやわらか煮
きゅうりのとろとろ煮

牛乳 豆乳ココア てりやき野 豆乳 ごはん 鶏ささみと野
菜丼 わかめスープ 牛乳
菜のやわらか煮 わかめ
１９土
いちごジャムパン
スープ ジャムサンド

ミルク 豆乳 全がゆ 鶏ささ ミルク 豆乳 五分がゆ 白
みと野菜のやわらか煮 キャ 身魚と野菜のやわらか煮
ベツのだし汁
キャベツのだし汁

１６水 とハムのサラダ ぶどう 牛

ミルク 五分がゆ ミルクシ
チュー 白菜のとろとろ煮 ぶ
どう
ミルク パンがゆ じゃが芋の
だし汁 白身魚とキャベツの
トマト煮 きゅうりのやわらか
煮
ミルク 五分がゆ さつま芋
のだし汁 白身魚のやわらか
煮 きゅうりのとろとろ煮

２０日
２１月

〈敬老の日〉

２２火

〈秋分の日〉

牛乳 ごはん 切り干しと玉
ねぎのみそ汁 豆腐じゃが
２３水 ひじきとほうれん草のサラダ
牛乳 二色おはぎ

ごはん 切り干しと玉ねぎの
みそ汁 豆腐とじゃが芋のと
ろとろ煮 ほうれん草のあえ
もの きなこおにぎり

ミルク 全がゆ 玉ねぎのだ
し汁 豆腐とじゃが芋のとろと
ろ煮 ほうれん草のやわらか
煮

牛乳 食パン きのこシ
チュー チキンカツ コールス
２４木
ローサラダ 牛乳 とうもろこ
しおにぎり
牛乳 ごはん 五目みそ汁
さばの塩焼き れんこんのき
２５金
んぴら 牛乳 おからドーナツ

食パン じゃが芋のシチュー
鶏ささみのやわらか煮 キャ
ベツのあえもの おかかおに
ぎり
ごはん 五目みそ汁 白身魚
のとろとろ煮 人参のやわら
か煮 ホットケーキ

ミルク パンがゆ じゃが芋の ミルク パンがゆ じゃが芋の
シチュー 鶏ささみのやわら シチュー 豆腐のやわらか煮
か煮 キャベツのとろとろ煮 キャベツのとろとろ煮
ミルク 全がゆ 大根のだし
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 玉ねぎの
だし汁 豆腐とじゃが芋のと
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 白身魚のとろとろ煮 人
参のやわらか煮

牛乳 豆乳ココア ハヤシライ 豆乳 ごはん ミルクシチュー ミルク 豆乳 全がゆ ミルク ミルク 豆乳 五分がゆ ミル
ヨーグルト ジャムサンド
シチュー ヨーグルト
クシチュー ヨーグルト
牛乳 メロンパン

２６土 ス ブルーベリーヨーグルト
２７日

牛乳 ごはん 里芋と小松菜
のみそ汁 凍り豆腐のふわふ
２８月 わ煮 ごぼうとコーンのサラ
ダ 牛乳 さつまいもスティッ
ク
牛乳 ごはん キャベツのみ
そ汁 北海かき揚げ おから
２９火
サラダ 牛乳 桃のフルーツ
サンド
牛乳 なすミートスパゲ
ティー 白菜のスープ なし
３０水
牛乳 お誕生会お楽しみおや
つ

ごはん 里芋と小松菜のみそ ミルク 全がゆ 小松菜のだ ミルク 五分がゆ 小松菜の
汁 豆腐のとろとろ煮 ごぼう し汁 豆腐のとろとろ煮 人参 だし汁 豆腐のとろとろ煮 人
と人参のあえもの さつまい のやわらか煮
参のやわらか煮
も甘煮
ごはん キャベツのみそ汁
鮭と野菜のやわらか煮 ブ
ロッコリーのあえもの 桃の
サンドイッチ
ミートソースうどん 白菜の
スープ なし ホットケーキ

ミルク 全がゆ キャベツのだ
し汁 白身魚と野菜のやわら
か煮 ブロッコリーのとろとろ
煮
ミルク ミートソースうどん
白菜のスープ なし

ミルク 五分がゆ キャベツ
のだし汁 白身魚と野菜のや
わらか煮 ブロッコリーのとろ
とろ煮
ミルク トマトうどん 白菜の
スープ なし

