
七飯ほんちょう

　　　　保育園
日付 完了期 後期 中期 初期

1木

牛乳  食パン  野菜スープ  ポー

クチャップ  マカロニサラダ  麦茶

フルーチェ

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  くだ

もの

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  豆腐のトマト煮  きゅ

うりのやわらか煮

２金

牛乳  ごはん  鶏肉と秋野菜の

みそ汁  ししゃもフライ  キャベツ

の胡麻マヨネーズあえ  牛乳  か

ぼちゃケーキ

ごはん  鶏肉と秋野菜のみそ汁

白身魚のやわらか煮  キャベツ

のあえもの  かぼちゃのホット

ケーキ

ミルク  全がゆ  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

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

３土
牛乳  豆乳ココア  カレーライス

りんご  牛乳  あんぱん

豆乳  ごはん  ミルクシチュー  り

んご  ジャムサンド

ミルク  豆乳  全がゆ  ミル

クシチュー  りんご

ミルク  豆乳  五分がゆ  ミル

クシチュー  りんご

４日

５月

牛乳  ごはん  かに豆腐汁  酢鶏

春雨サラダ  牛乳  チーズ蒸しパ

ン

ごはん  かに豆腐汁  鶏団子の

やわらか煮  春雨のあえもの  蒸

しパン

ミルク  全がゆ  豆腐のだし

汁  鶏団子のやわらか煮

もやしのとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  豆腐のだ

し汁  白身魚のやわらか煮

もやしのとろとろ煮

６火

牛乳  ごはん  白菜とえのきのみ

そ汁  豚肉と野菜のごま炒め  コ

ロコロサラダ  牛乳  まんまる

じゃが

ごはん  白菜とえのきのみそ汁

鶏ささみのやわらか煮  枝豆の

あえもの  こふき芋

ミルク  全がゆ  白菜のだし

汁  鶏ささみのやわらか煮

枝豆のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  白菜のだ

し汁  白身魚のやわらか煮

枝豆のとろとろ煮

７水

牛乳  ごはん  じゃが芋とごぼう

のみそ汁  厚揚げの炒め物  ほ

うれん草のサラダ  牛乳  コーン

マヨネーズトースト

ごはん  じゃが芋とごぼうのみそ

汁  豆腐のとろとろ煮  ほうれん

草のあえもの  コーンマヨネーズ

トースト

ミルク  全がゆ  じゃが芋の

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  五分がゆ  じゃが芋

のだし汁  豆腐のとろとろ煮

ほうれん草のやわらか煮

８木

牛乳  食パン  野菜スープ  オム

レツのミートソースがけ  ブロッコ

リーのマヨネーズあえ  牛乳  さ

つま芋ご飯おにぎり

食パン  野菜スープ  鶏団子のト

マト煮  ブロッコリーのあえもの

さつまいもご飯おにぎり

ミルク  パンがゆ  ほうれん

草のだし汁  鶏団子のトマト

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  豆腐のトマト煮

ブロッコリーのとろとろ煮

９金

牛乳  ごはん  豚汁  赤魚といん

げんの煮つけ  きゅうりの酢の物

牛乳  パンプキンプリン

ごはん  野菜のみそ汁  白身魚

のとろとろ煮  きゅうりのあえもの

かぼちゃのきんとん

ミルク  全がゆ  大根のだし

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  大根のだ

し汁  白身魚のとろとろ煮

きゅうりのやわらか煮

１０土

牛乳  豆乳ココア  親子丼  もや

しとわかめのみそ汁  牛乳  豆パ

ン

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

１１日

１２月

牛乳  ごはん  大根と油揚げの

みそ汁  豚こま天  ほうれん草の

白あえ  牛乳  ぶどうゼリー

ごはん  大根と油揚げのみそ汁

鶏団子のやわらか煮  ほうれん

草のあえもの  くだもの

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  白身魚のやわらか煮

ほうれん草のとろとろ煮

１３火

牛乳  ごはん  はるさめスープ

ピーマンの細切り炒め  エビマヨ

ネーズ  牛乳  チーズボール

ごはん  はるさめスープ  鶏ささ

みのやわらか煮  豆腐のとろとろ

煮  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  大根のだし

汁  鶏ささみのやわらか煮

豆腐のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  大根のだ

し汁  人参のやわらか煮  豆

腐のとろとろ煮

１４水

牛乳  ごはん  豆腐とわかめの

みそ汁  じゃが芋のそぼろ煮  小

松菜のおかかあえ  牛乳  ホット

ケーキ

ごはん  豆腐とわかめのみそ汁

じゃが芋のそぼろ煮  小松菜の

おかかあえ  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  豆腐のだし

汁  じゃが芋のそぼろ煮  小

松菜のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  豆腐のだ

し汁  じゃが芋のとろとろ煮

小松菜のやわらか煮

１５木

牛乳  食パン  きのこのスープ

鶏肉のケチャップ煮  マセドアン

サラダ  牛乳  フルーツ白玉

食パン  きのこのスープ  鶏団子

のトマト煮  じゃが芋のあえもの

くだもの

ミルク  パンがゆ  人参のだ

し汁  鶏団子のトマト煮

じゃが芋のとろとろ煮

ミルク  パンがゆ  人参のだ

し汁  白身魚のトマト煮  じゃ

が芋のとろとろ煮



日付 完了期 後期 中期 初期

１６金

牛乳  ごはん  けんちん汁  さば

の西京焼き  ひじきの五目煮  牛

乳  どら焼き

ごはん  けんちん汁  白身魚の

みそ煮  ひじきの煮物  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  大

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  大

豆のやわらか煮

１７土

牛乳  豆乳ココア  ホワイトシ

チューライス  フルーツカクテル

牛乳  レーズンパン

豆乳  ごはん  ミルクシチュー  く

だもの  ジャムサンド

ミルク  豆乳  全がゆ  ミル

クシチュー  くだもの

ミルク  豆乳  五分がゆ  ミル

クシチュー  くだもの

１８日

１９月

牛乳  ごはん  なすと玉ねぎのみ

そ汁  鶏つくねのあんかけ  もや

しの納豆和え  牛乳  パウンド

ケーキ

ごはん  なすと玉ねぎのみそ汁

鶏団子のあんかけ  もやしの納

豆和え  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  なすと玉ね

ぎのだし汁  鶏団子のあん

かけ  もやしのとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  なすと玉

ねぎのだし汁  豆腐のあんか

け  もやしのとろとろ煮

２０火

牛乳  ごはん  小松菜となめこの

みそ汁  千草焼き  筑前煮  牛乳

大学芋

ごはん  小松菜となめこのみそ

汁  豆腐のとろとろ煮  ごぼうと

人参のやわらか煮  さつまいも

の甘煮

ミルク  全がゆ  小松菜の

だし汁  豆腐のとろとろ煮

人参のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  小松菜の

だし汁  豆腐のとろとろ煮  人

参のやわらか煮

２１水

牛乳  ポパイカレー  白菜とハム

のサラダ  柿  牛乳  ココアラスク

ごはん  ミルクシチュー  白菜の

あえもの  柿  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

柿

ミルク  五分がゆ  ミルクシ

チュー  白菜のとろとろ煮  柿

２２木

牛乳  食パン  マカロニのミルク

煮  チーズインハンバーグ  人参

の甘煮  かぼちゃチップ  牛乳

豆乳もち

食パン  マカロニのミルク煮  鶏

団子のトマト煮  人参の甘煮  蒸

しかぼちゃ  きなこおにぎり

ミルク  パンがゆ  キャベツ

のだし汁  鶏団子のトマト煮

人参のやわらか煮  蒸しか

ぼちゃ

ミルク  パンがゆ  キャベツの

だし汁  豆腐のトマト煮  人参

のやわらか煮  蒸しかぼちゃ

２３金

牛乳  ごはん  五目みそ汁  さん

まのかば焼き  きゅうりといり卵の

サラダ  牛乳  さつま芋のガレット

ごはん  五目みそ汁  白身魚の

やわらか煮  きゅうりのあえもの

さつま芋のホットケーキ

ミルク  全がゆ  大根のだし

汁  白身魚のやわらか煮

きゅうりのとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  大根のだ

し汁  白身魚のやわらか煮

きゅうりのとろとろ煮

２４土

牛乳  豆乳ココア  豚丼  キャベ

ツのだし汁  牛乳  いちごジャム

パン

豆乳  ごはん  鶏団子のとろとろ

煮  キャベツのだし汁  ジャムサ

ンド

ミルク  豆乳  全がゆ  鶏団

子のとろとろ煮  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

２５日

２６月

牛乳  ごはん  さつまいもとわか

めのみそ汁  豚肉のすき焼き風

煮物  切干し大根のサラダ  牛乳

おからドーナツ

ごはん  さつまいもとわかめの

みそ汁  鶏ささみと野菜のやわ

らか煮  切干し大根のあえもの

おからホットケーキ

ミルク  全がゆ  さつまいも

のだし汁  鶏ささみと野菜

のやわらか煮  きゅうりと人

参のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  さつまいも

のだし汁  白身魚と野菜のや

わらか煮  きゅうりと人参のと

ろとろ煮

２７火

牛乳  ごはん  五目かき玉汁  な

すと豆腐のそぼろ煮  白菜のりあ

え  牛乳  チヂミ

ごはん  五目かき玉汁  なすと豆

腐のそぼろ煮  白菜のりあえ

ホットケーキ

ミルク  全がゆ  大根のだし

汁  なすと豆腐のそぼろ煮

白菜のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  大根のだ

し汁  なすと豆腐のやわらか

煮  白菜のとろとろ煮

２８水

牛乳  じゃこごまおにぎり  ちゃん

ぽんそうめん  フルーツゼリー

牛乳  お誕生会お楽しみおやつ

じゃこおにぎり  野菜うどん  くだ

もの  ホットケーキ

ミルク  野菜うどん  くだも

の

ミルク  野菜うどん  くだもの

２９木

牛乳  食パン  豆乳スープ  鮭の

フライ  ゆで野菜  牛乳  焼きおに

ぎり

食パン  豆乳スープ  鮭のやわ

らか煮  ゆで野菜  おかかおにぎ

り

ミルク  パンがゆ  白菜のだ

し汁  白身魚のやわらか煮

キャベツのとろとろ煮

ミルク  パンがゆ  白菜のだ

し汁  白身魚のやわらか煮

キャベツのとろとろ煮

３０金

牛乳  ごはん  呉汁  魚の甘酢あ

んかけ  ひじきとほうれん草のサ

ラダ  牛乳  人参のカップケーキ

ごはん  呉汁  白身魚の野菜あ

んかけ  ほうれん草のあえもの

人参のホットケーキ

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

３１土
牛乳  豆乳ココア  ハヤシライス

オレンジ  牛乳  黒糖ロール

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


