七飯ほんちょう
保育園
日付

完了期

後期

中期

初期

２月

牛乳 ごはん なすと玉ねぎ
のみそ汁 豚肉とキャベツの
みそ炒め コロコロサラダ 牛
乳 煮豆蒸しパン

ごはん なすと玉ねぎおみそ
汁 鶏ささみときゃべつのみ
そ煮 枝豆のあえもの 蒸し
パン

ミルク 全がゆ なすと玉ね
ぎのだし汁 鶏ささみときゃべ
つのとろとろ煮 枝豆のやわ
らか煮

ミルク 五分がゆ なすと玉
ねぎのだし汁 白身魚ときゃ
べつのとろとろ煮 枝豆のや
わらか煮

３火

〈文化の日〉

１日

４水

５木

６金

７土

牛乳 ごはん じゃが芋とき
ぬさやのみそ汁 ぎせい豆腐
キャベツの胡麻マヨネーズあ
え 牛乳 洋ナシのババロア

ごはん じゃが芋ときぬさや ミルク 全がゆ じゃが芋のだ ミルク 五分がゆ じゃが芋
のみそ汁 豆腐のそぼろあん し汁 豆腐のそぼろあんかけ のだし汁 豆腐のあんかけ
かけ キャベツのあえもの く キャベツのとろとろ煮
キャベツのとろとろ煮
だもの

牛乳 食パン 野菜スープ
チキンのチーズ焼き ブロッ
コリーのマヨネーズあえ 牛
乳 焼きいも くだもの

食パン 野菜スープ 鶏団子 ミルク パンがゆ 野菜スー ミルク パンがゆ 野菜スー
のトマト煮 ブロッコリーのあ プ 鶏団子のトマト煮 ブロッ プ 豆腐のトマト煮 ブロッコ
えもの さつま芋の甘煮 な コリーのやわらか煮
リーのやわらか煮
し

牛乳 ごはん どさんこ汁 さ ごはん どさんこ汁 白身魚 ミルク 全がゆ じゃが芋のだ ミルク 五分がゆ じゃが芋
んまの竜田揚げ きゅうりの のやわらか煮 きゅうりのあえ し汁 白身魚のやわらか煮
のだし汁 白身魚のやわらか
酢の物 牛乳 じゃこトースト もの ジャムサンド
きゅうりのとろとろ煮
煮 きゅうりのとろとろ煮
牛乳 豆乳ココア マーボー 豆乳 ごはん 豆腐のそぼろ 豆乳 ミルク 全がゆ 豆腐
豆腐丼 わかめスープ 牛乳 あんかけ わかめスープ
のそぼろあんかけ キャベツ
クリームパン
ジャムサンド
のだし汁

豆乳 ミルク 五分がゆ 豆
腐のあんかけ キャベツのだ
し汁

８日
牛乳 ごはん 豆腐とわかめ
のみそ汁 じゃが芋とツナの
９月
煮物 白菜のりあえ 牛乳
生どらやき
牛乳 ごはん かき玉汁 き
のこの春巻き ほうれん草の
１０火
サラダ 牛乳 牛乳フルーツ
寒天
牛乳 ごはん 切干しと里芋
のみそ汁 厚揚げのそぼろ煮
１１水
小松菜のごまあえ 牛乳 大
学芋
牛乳 食パン スープヌード
ル ベーコンオムレツ ゆで
１２木
野菜 牛乳 豆乳もち

ごはん 豆腐とわかめのみそ ミルク 全がゆ 豆腐のだし ミルク 五分がゆ 豆腐のだ
汁 じゃが芋の煮物 白菜の 汁 じゃが芋のとろとろ煮 白 し汁 じゃが芋のとろとろ煮
りあえ ホットケーキ
菜のやわらか煮
白菜のやわらか煮

食パン スープヌードル オ
ムレツ ゆで野菜 きな粉お
にぎり

ミルク パンがゆ 人参のだ ミルク パンがゆ 人参のだ
し汁 玉ねぎの卵とじ キャベ し汁 白身魚おとろとろ煮
ツのやわらか煮
キャベツのやわらか煮

牛乳 ごはん 豚肉となめこ
のみそ汁 白身魚の磯辺揚
１３金
げ きゅうりの華風サラダ 牛
乳 お好み焼き
牛乳 豆乳ココア ホワイトシ
１４土 チューライス バナナ 牛乳
メロンパン

ごはん 豚肉となめこのみそ
汁 白身魚の磯辺焼き きゅ
うりのあえもの お好み焼き
風
豆乳 ごはん ミルクシチュー
バナナ ジャムサンド

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

１５日

ごはん かき玉汁 鶏団子の ミルク 全がゆ 大根のだし ミルク 五分がゆ 大根のだ
やわらか煮 ほうれん草のあ 汁 鶏団子のやわらか煮 ほ し汁 豆腐のやわらか煮 ほ
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
ごはん 切干しと里芋のみそ ミルク 全がゆ 玉ねぎのみ ミルク 五分がゆ 玉ねぎの
汁 豆腐のそぼろ煮 小松菜 そ汁 豆腐のそぼろ煮 小松 みそ汁 豆腐のとろとろ煮
のごまあえ さつま芋の甘煮 菜のやわらか煮
小松菜のやわらか煮

ミルク 五分がゆ 大根のだ
し汁 白身魚のやわらか煮
きゅうりのとろとろ煮

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

日付

完了期

後期

中期

牛乳 ごはん 大根と油揚げ ごはん 大根のみそ汁 鶏団 ミルク 全がゆ 大根のだし
みそ汁 豚肉と野菜のごま炒 子のやわらか煮 春雨のあえ 汁 鶏団子のやわらか煮
１６月
め 春雨サラダ 牛乳 マカロ もの マカロニのトマト煮
きゅうりのとろとろ煮
ニのトマト煮

１７火

１８水

１９木

２０金

牛乳 ごはん 白菜とえのき
のみそ汁 鶏と揚げじゃが芋
の煮物 ひじきとキャベツの
サラダ 牛乳 フルーツゼ
リー
牛乳 シーフードカレー きゅ
うりとコーンのサラダ フルー
ツヨーグルト 牛乳 ホット
ケーキ
牛乳 食パン 野菜スープ
肉団子の揚げ煮 スイートポ
テトサラダ 牛乳 五目おにぎ
り
牛乳 ごはん 五目みそ汁
さばのごま揚げ 切干し大根
の旨煮 牛乳 かぼちゃもち

ごはん 白菜とえのきのみそ
汁 鶏ささみとじゃが芋の煮
物 ひじきとキャベツのあえも
の くだもの

ミルク 全がゆ 白菜のだし
汁 鶏ささみとじゃが芋のや
わらか煮 キャベツのとろとろ
煮

初期

ミルク 五分がゆ 大根のだ
し汁 豆腐のやわらか煮
きゅうりのとろとろ煮
ミルク 五分がゆ 白菜のだ
し汁 白身魚とじゃが芋のや
わらか煮 キャベツのとろとろ
煮

ごはん ミルクシチュー きゅ ミルク 全がゆ ミルクシ
うりのあえもの バナナヨーグ チュー きゅうりのとろとろ煮
ルト ホットケーキ
バナナヨーグルト

ミルク 五分がゆ ミルクシ
チュー きゅうりのとろとろ煮
バナナ

食パン 野菜スープ 鶏団子 ミルク パンがゆ ほうれん
のトマト煮 さつま芋のあえも 草のだし汁 鶏団子のトマト
の おかかおにぎり
煮 さつま芋のやわらか煮

ミルク パンがゆ ほうれん
草のだし汁 豆腐のトマト煮
さつま芋のやわらか煮

ごはん 五目みそ汁 白身魚 ミルク 全がゆ 大根のだし ミルク 五分がゆ 大根のだ
のやわらか煮 切干し大根の 汁 白身魚のやわらか煮 人 し汁 白身魚のやわらか煮
旨煮 かぼちゃの茶巾
参のとろとろ煮
人参のとろとろ煮

牛乳 豆乳ココア 親子丼 も 豆乳 ごはん 鶏ささみの卵
２１土 やしとわかめのみそ汁 牛乳 とじ もやしとわかめのみそ
ジャムパン
汁 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 豆
みの卵とじ もやしとわかめ 腐と野菜のとろとろ煮 もやし
のみそ汁
のだし汁

２２日
２３月

〈勤労感謝の日〉

牛乳 ごはん 中華風コーン
スープ マーボー豆腐 ほう
２４火
れん草のナムル 牛乳 白玉
ぜんざい
牛乳 昆布おにぎり みそ
ラーメン フルーツのゼリー
２５水
がけ 牛乳 お誕生会お楽し
みおやつ

ごはん 中華風コーンスープ ミルク 全がゆ 人参のだし
豆腐のそぼろ煮 ほうれん草 汁 豆腐のそぼろ煮 ほうれ
のあえもの きなこおにぎり
ん草のとろとろ煮

ミルク 五分がゆ 人参のだ
し汁 豆腐のとろとろ煮 ほう
れん草のとろとろ煮

昆布おにぎり 野菜うどん く ミルク 野菜うどん くだもの
だもの

ミルク 野菜うどん くだもの

牛乳 食パン 豆乳スープ
食パン 豆乳スープ 鶏団子 ミルク パンがゆ かぼちゃ
ナゲット 白菜とハムのサラ のトマト煮 白菜のあえもの のだし汁 鶏団子のトマト煮
２６木 ダ 牛乳 じゃこごまおにぎり じゃこおにぎり
白菜のとろとろ煮

ミルク パンがゆ かぼちゃ
のだし汁 豆腐のトマト煮 白
菜のとろとろ煮

牛乳 ごはん けんちん汁
鮭のみそ照り焼き おからサ
２７金
ラダ 牛乳 コーンチーズトー
スト
牛乳 豆乳ココア カレーライ
ス フルーツカクテル 牛乳
２８土
レーズンパン

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

ごはん けんちん汁 鮭のみ ミルク 全がゆ 大根のだし
そ照り焼き ブロッコリーのあ 汁 鮭のやわらか煮 ブロッ
えもの ジャムサンド
コリーのとろとろ煮

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
くだもの ジャムサンド
シチュー くだもの
クシチュー くだもの

２９日
牛乳 ごはん じゃが芋とわ ごはん じゃが芋とわかめの ミルク 全がゆ じゃが芋のだ ミルク 五分がゆ じゃが芋
かめのみそ汁 厚焼き卵 き みそ汁 厚焼き卵 きんぴら し汁 野菜の卵とじ 人参の のだし汁 豆腐のとろとろ煮
３０月
んぴらごぼう 牛乳 ツナパ ごぼう ツナパン
やわらか煮
人参のやわらか煮
ン

