七飯ほんちょう
保育園
日付

完了期

後期

中期

初期

１金
２土
３日

４月

牛乳 ごはん 小松菜と大根
のみそ汁 豆腐じゃが ひじ
きと玉ねぎのサラダ 牛乳 コ
コアホットケーキ

ごはん 小松菜と大根のみそ ミルク 全がゆ 小松菜のだ
汁 豆腐とじゃが芋の煮物
し汁 豆腐とじゃが芋のとろと
ひじきと玉ねぎのあえもの
ろ煮 玉ねぎのやわらか煮
ホットケーキ

５火

牛乳 ごはん 石狩鍋風汁
ごはん 石狩鍋風汁 鶏ささ
豚肉と野菜のカレー炒め い 身と野菜のやわらか煮 にん
んげんとささ身のマヨネーズ じんのあえもの くだもの
あえ 牛乳 いちごババロア

６水

牛乳 ごはん 白菜のスープ ごはん 白菜のスープ 豆腐 ミルク 全がゆ 白菜のだし ミルク 五分がゆ 白菜のだ
マーボー豆腐（キッズ） 春雨 のそぼろ煮 春雨のあえもの 汁 豆腐のそぼろ煮 きゅうり し汁 豆腐のやわらか煮
サラダ 牛乳 煮豆蒸しパン 蒸しパン
ともやしのとろとろ煮
きゅうりともやしのとろとろ煮

７木

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 白菜のだ
ハンバーグ かぼちゃのサラ のやわらか煮 かぼちゃのあ し汁 鶏団子のやわらか煮
ダ 牛乳 とりそぼろおにぎり えもの とりそぼろおにぎり
かぼちゃのあえもの

８金

牛乳 ごはん おかず汁 え ごはん おかず汁 白身魚の ミルク 全がゆ なすのだし ミルク 五分がゆ なすのだ
びのトマトソース煮 ほうれん トマト煮 ほうれん草のあえも 汁 白身魚のトマト煮 ほうれ し汁 白身魚のトマト煮 ほう
草のナムル 牛乳 きな粉ラ の ジャムサンド
ん草のやわらか煮
れん草のやわらか煮
スク

９土

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
ス みかん 牛乳 メロンパン みかん ジャムサンド
シチュー みかん
クシチュー みかん

ミルク 全がゆ じゃが芋のだ
し汁 鶏ささ身と野菜のやわ
らか煮 にんじんのとろとろ
煮

ミルク 五分がゆ 小松菜の
だし汁 豆腐とじゃが芋のと
ろとろ煮 玉ねぎのやわらか
煮
ミルク 五分がゆ じゃが芋
のだし汁 白身魚と野菜のや
わらか煮 にんじんのとろと
ろ煮

ミルク パンがゆ 白菜のだ
し汁 白身魚のやわらか煮
かぼちゃのあえもの

１０日
１１月

〈成人の日〉

牛乳 ごはん なすと玉ねぎ
のみそ汁 鶏肉のすき焼き風
１２火 煮物 切干し大根のサラダ
牛乳 おやつカレーうどん

ごはん なすと玉ねぎのみそ
汁 鶏団子と野菜のやわらか
煮 切干し大根のあえもの
野菜うどん

牛乳 ごはん もやしとわか
めのみそ汁 厚揚げの炒め
１３水 物 小松菜のおかかあえ 牛
乳 キャロットゼリー

ごはん もやしとわかめのみ ミルク 全がゆ もやしのだし ミルク 五分がゆ もやしのだ
そ汁 豆腐と野菜のとろとろ 汁 豆腐と野菜のとろとろ煮 し汁 豆腐と野菜のとろとろ
煮 小松菜のおかかあえ く 小松菜のやわらか煮
煮 小松菜のやわらか煮
だもの

牛乳 食パン 野菜スープ
食パン 野菜スープ じゃが
コロッケ ゆで野菜 牛乳 み 芋のパン粉焼き ゆで野菜
１４木
たらし団子
きな粉おにぎり

ミルク 全がゆ なすと玉ね
ぎのだし汁 鶏団子と野菜の
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 なすと玉
ねぎのだし汁 豆腐と野菜の
やわらか煮 きゅうりと人参の
とろとろ煮

ミルク パンがゆ キャベツの ミルク パンがゆ キャベツの
だし汁 じゃが芋のとろとろ煮 だし汁 じゃが芋のとろとろ煮
キャベツのやわらか煮
キャベツのやわらか煮

牛乳 ごはん 豆腐と里芋の ごはん 豆腐と里芋のみそ汁 ミルク 全がゆ 豆腐のだし
みそ汁 さけのちゃんちゃん さけと野菜のみそ煮 きゅう 汁 白身魚のやわらか煮
１５金 焼き きゅうりの昆布あえ 牛 りのあえもの ジャムサンド きゅうりのとろとろ煮
乳 フレンチトースト

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

日付

完了期

後期

中期

初期

牛乳 豆乳ココア 豚丼 キャ 豆乳 ごはん 鶏ささ身のや ミルク 豆乳 五分がゆ 鶏さ ミルク 豆乳 五分がゆ 豆
１６土 ベツのみそ汁 牛乳 あんぱ わらか煮 キャベツのみそ汁 さ身のやわらか煮 キャベツ 腐のやわらか煮 キャベツの
ん
ジャムサンド
のだし汁
だし汁

１７日
牛乳 ごはん 大根と厚揚げ
のみそ汁 ひじき団子のあん
１８月 かけ キャベツのツナマヨ
ネーズあえ 牛乳 さつま芋
チップ
牛乳 ごはん じゃが芋とご
ぼうのみそ汁 はんぺんの
１９火 チーズサンドフライ ほうれん
草のサラダ 麦茶 フルー
チェ
牛乳 ホワイトシチューライス
きゅうりとコーンのサラダ フ
２０水
ルーツポンチ 牛乳 豆腐
ホットパン

ごはん 大根と厚揚げのみそ ミルク 全がゆ 大根のだし
汁 鶏団子のやわらか煮
汁 鶏団子のやわらか煮
キャベツのあえもの さつま キャベツのとろとろ煮
芋の甘煮

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 くだもの ホッ チュー きゅうりのとろとろ煮
トケーキ
くだもの

ミルク 五分がゆ ミルクシ
チュー きゅうりのとろとろ煮
くだもの

牛乳 食パン ミネストローネ
スープ オムレツのミートソー
２１木 スがけ ブロッコリーのマヨ
ネーズあえ 牛乳 おやつ雑
炊
牛乳 ごはん 鶏肉と冬野菜
のみそ汁 白身魚のソース焼
２２金 き れんこんのきんぴら 牛
乳 チーズカップケーキ

食パン ミネストローネスープ ミルク パンがゆ 野菜のだ
鶏ささみのトマト煮 ブロッコ し汁 鶏ささみのトマト煮 ブ
リーのあえもの おやつ雑炊 ロッコリーのとろとろ煮

ミルク パンがゆ 野菜のだ
し汁 豆腐のトマト煮 ブロッ
コリーのとろとろ煮

牛乳 豆乳ココア マーボー

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 白身魚のやわらか し汁 白身魚のやわらか煮
のだし汁 白身魚のやわらか
煮 ほうれん草のあえもの く ほうれん草のとろとろ煮
煮 ほうれん草のとろとろ煮
だもの

ごはん 鶏肉と冬野菜のみそ ミルク 全がゆ 大根のだし ミルク 五分がゆ 大根のだ
汁 白身魚のやわらか煮 人 汁 白身魚のやわらか煮 人 し汁 白身魚のやわらか煮
参のあえもの ホットケーキ 参のとろとろ煮
人参のとろとろ煮
豆乳 ごはん 豆腐のそぼろ ミルク 豆乳 全がゆ 豆腐

２３土 豆腐丼 わかめスープ 牛乳 煮 わかめスープ ジャムサ のそぼろ煮 キャベツだし汁
バターパン

ミルク 五分がゆ 大根のだ
し汁 白身魚のやわらか煮
キャベツのとろとろ煮

ンド

ミルク 豆乳 五分がゆ 豆
腐のとろとろ煮 キャベツだし
汁

２４日
牛乳 ごはん 白菜とえのき ごはん 白菜とえのきのみそ ミルク 全がゆ 白菜のだし ミルク 五分がゆ 白菜のだ
のみそ汁 ぎせい豆腐 大根 汁 豆腐と野菜のやわらか煮 汁 豆腐と野菜のやわらか煮 し汁 豆腐と野菜のやわらか
２５月
のそぼろ煮 牛乳 人参ドー 大根のそぼろ煮 人参ホット 大根のそぼろ煮
煮 大根のとろとろ煮
ナッツ
ケーキ
牛乳 ごはん 中華風コーン 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
スープ シュウマイ きゅうり
鶏団子のとろとろ煮 きゅうり 汁 鶏団子のとろとろ煮 きゅ し汁 豆腐のとろとろ煮 きゅ
２６火
の華風サラダ 牛乳 豆腐団 のあえもの きなこおにぎり
うりのやわらか煮
うりのやわらか煮
子（あずき）
牛乳 焼きうどん きのこの
２７水 スープ バナナ 牛乳 お誕
生会お楽しみおやつ
牛乳 食パン 野菜スープ
キャベツと豚肉の重ね蒸し
２８木
マカロニサラダ 牛乳 大根
餅
牛乳 ごはん さつま汁 さば
２９金 のごま焼き 筑前煮 牛乳 フ
ルーツサンド

焼うどん風 きのこのスープ
バナナ ヨーグルト

ミルク 野菜うどん バナナ

ミルク 野菜うどん バナナ

食パン 野菜スープ 鶏ささ ミルク パンがゆ ほうれん ミルク パンがゆ ほうれん
みのトマト煮 マカロニのあえ 草のだし汁 鶏ささみのトマト 草のだし汁 豆腐のトマト煮
もの ジャムサンド
煮 きゅうりのやわらか煮
きゅうりのやわらか煮
ごはん さつま汁 白身魚の ミルク 全がゆ さつま芋の
とろとろ煮 野菜のやわらか だし汁 白身魚のとろとろ煮
煮 フルーツサンド
人参のやわらか煮

ミルク 五分がゆ さつま芋
のだし汁 白身魚のとろとろ
煮 人参のやわらか煮

牛乳 豆乳ココア ドライカ
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
クシチュー バナナ
３０土 レーライス バナナヨーグルト バナナヨーグルト ジャムサ シチュー バナナ
牛乳 ジャムパン
ンド

３１日

