
七飯ほんちょう

　　　　保育園
日付 完了期 後期 中期 初期

１月

牛乳  ごはん  キャベツの
みそ汁  豚肉のしょうが焼
き  コロコロサラダ  牛乳
かぼちゃケーキ

ごはん  キャベツのみそ汁
鶏団子のやわらか煮  枝
豆と人参のあえもの  かぼ
ちゃのホットケーキ

ミルク  全がゆ  キャベツ
のだし汁  鶏団子のやわら
か煮  人参のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  キャベ
ツのだし汁  豆腐のやわら
か煮  人参のとろとろ煮

２火

牛乳  ごはん  さつま芋と
わかめのみそ汁  厚焼き
卵  切干し大根の旨煮  牛
乳  芋もち

ごはん  さつま芋とわかめ
のみそ汁  鶏ささみのやわ
らか煮  切干し大根の旨煮
じゃがいもの甘煮

ミルク  全がゆ  さつま芋
のだし汁  鶏ささみのやわ
らか煮  人参のとろとろ煮

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

３水

牛乳  ごはん  呉汁  いわ
しつみれバーグ  人参シリ
シリー  牛乳  ホットケーキ

ごはん  呉汁  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  全がゆ  大根と人
参のだし汁  白身魚のとろ
とろ煮  人参のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  大根と
人参のだし汁  白身魚のと
ろとろ煮  人参のやわらか
煮

４木

牛乳  食パン  マカロニ
スープ  鶏肉のクリーム煮
ほうれん草とベーコンのソ
テー  牛乳  みそ焼きおに
ぎり

食パン  マカロニスープ
鶏ささみのクリーム煮  ほ
うれん草のあえもの  おか
かおにぎり

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  鶏ささみのやわ
らか煮  ほうれん草のとろ
とろ煮

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  豆腐のやわらか
煮  ほうれん草のとろとろ
煮

５金

牛乳  ごはん  五目みそ汁
ししゃものフライ  キャベツ
の胡麻マヨネーズあえ  牛
乳  小倉ミルクゼリー

ごはん  五目みそ汁  白身
魚のとろとろ煮  キャベツ
のあえもの  きなこおにぎ
り

ミルク  全がゆ  野菜のだ
し汁  白身魚のとろとろ煮
キャベツのやわらか煮

ミルク  五分がゆ  野菜の
だし汁  白身魚のとろとろ
煮  キャベツのやわらか煮

６土

牛乳  豆乳ココア  カレーラ
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

７日

８月

牛乳  ごはん  玉ねぎとわ
かめのみそ汁  豚肉とじゃ
が芋の南蛮煮  小松菜の
おかかあえ  牛乳  肉まん
蒸しパン

ごはん  玉ねぎとわかめの
みそ汁  じゃが芋のそぼろ
煮  小松菜のおかかあえ
肉まん風蒸しパン

ミルク  全がゆ  玉ねぎの
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  玉ねぎ
のだし汁  じゃが芋のとろ
とろ煮  小松菜のやわらか
煮

９火

牛乳  ごはん  春雨と卵の
スープ  ピーマンの細切り
炒め  ミニシュウマイ  牛乳
さつまいもかりんとう

ごはん  春雨と卵のスープ
鶏ささみと野菜のあんかけ
豆腐のやわらか煮  さつま
いもの甘煮

ミルク  全がゆ  白菜のだ
し汁  鶏ささみと野菜のと
ろとろ煮  豆腐のやわらか
煮

ミルク  五分がゆ  白菜の
だし汁  白身魚と野菜のと
ろとろ煮  豆腐のやわらか
煮

１０水

牛乳  ごはん  白菜とえの
きのみそ汁  鶏つくねのあ
んかけ  きゅうりといり卵の
サラダ  牛乳  バナナケー
キ

ごはん  白菜とえのきのみ
そ汁  鶏団子のとろとろ煮
きゅうりのあえもの  バナ
ナホットケーキ

ミルク  全がゆ  白菜のだ
し汁  鶏団子のとろとろ煮
きゅうりのやわらか煮

ミルク  五分がゆ  白菜の
だし汁  豆腐のとろとろ煮
きゅうりのやわらか煮

１１木 〈建国記念日〉

１２金

牛乳  ごはん  納豆と野菜
のみそ汁  鮭の照り焼き
キャベツの炒め煮  牛乳
ココアプリン

ごはん  納豆と野菜のみそ
汁  鮭のやわらか煮  キャ
ベツの煮物  くだもの

ミルク  全がゆ  豆腐のだ
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  豆腐の
だし汁  白身魚のやわらか
煮  キャベツのとろとろ煮

１３土

牛乳  豆乳ココア  豆腐と
野菜のあんかけ丼  もやし
とわかめのみそ汁  牛乳
クリームパン

豆乳  ごはん  豆腐と野菜
のとろとろ煮  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  豆
腐と野菜のとろとろ煮  も
やしのだし汁

ミルク  豆乳  五分がゆ
豆腐と野菜のとろとろ煮
もやしのだし汁

１４日



日付 完了期 後期 中期 初期

１５月

牛乳  ごはん  中華スープ
八宝菜  ほうれん草のナ
ムル  牛乳  フルーツ白玉

ごはん  中華スープ  鶏さ
さみと野菜のあんかけ  ほ
うれん草のあえもの  くだ
もの

ミルク  全がゆ  人参のだ
し汁  鶏ささみと野菜のと
ろとろ煮  ほうれん草のや
わらか煮

ミルク  五分がゆ  人参の
だし汁  白身魚と野菜のと
ろとろ煮  ほうれん草のや
わらか煮

１６火

牛乳  ごはん  なすと玉ね
ぎのみそ汁  チキンみそカ
ツ  きゅうりの華風サラダ
牛乳  どら焼き

ごはん  なすと玉ねぎのみ
そ汁  鶏団子のやわらか
煮  きゅうりのあえもの
ホットケーキ

ミルク  全がゆ  なすと玉
ねぎのだし汁  鶏団子のや
わらか煮  きゅうりのとろと
ろ煮

ミルク  五分がゆ  なすと
玉ねぎのだし汁  豆腐のや
わらか煮  きゅうりのとろと
ろ煮

１７水

牛乳  冬野菜のカレーライ
ス  白菜とハムのサラダ
りんご  牛乳  さつま芋の
パウンドケーキ

ごはん  ミルクシチュー  白
菜のあえもの  りんご  さ
つま芋のホットケーキ

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  白菜のあえもの
りんご

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  白菜のあえもの
りんご

１８木

牛乳  食パン  野菜スープ
きのこオムレツ  ブロッコ
リーのマヨネーズあえ  牛
乳  じゃこおかかおにぎり

食パン  野菜スープ  白身
魚のトマト煮  ブロッコリー
のあえもの  じゃこおかか
おにぎり

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  白身魚のトマト
煮  ブロッコリーのとろとろ
煮

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  白身魚のトマト
煮  ブロッコリーのとろとろ
煮

１９金

牛乳  ごはん  豚汁  さば
の塩焼き  ひじきの五目煮
牛乳  おやつチリドッグ

ごはん  野菜のみそ汁  白
身魚のとろとろ煮  ひじき
煮  ジャムサンド

ミルク  全がゆ  大根のだ
し汁  白身魚のとろとろ煮
大豆と人参のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  白身魚のとろとろ
煮  大豆と人参のやわらか
煮

２０土

牛乳  豆乳ココア  プルコ
ギ丼  わかめスープ  牛乳
いちごジャムパン

豆乳  ごはん  野菜のそぼ
ろあんかけ  わかめスープ
ジャムサンド

ミルク  豆乳  全がゆ  野
菜のそぼろあんかけ  キャ
ベツのだし汁

ミルク  豆乳  五分がゆ
野菜のそぼろあんかけ
キャベツのだし汁

２１日

２２月

牛乳  ごはん  豚肉となめ
このみそ汁  家常豆腐  白
菜のじゃこドレッシング  牛
乳  さつま芋のガレット

ごはん  なめこのみそ汁
豆腐と野菜のそぼろあん
かけ  白菜のあえもの  さ
つま芋のホットケーキ

ミルク  全がゆ  大根のだ
し汁  豆腐と野菜のそぼろ
あんかけ  白菜のとろとろ
煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  豆腐と野菜のやわ
らか煮  白菜のとろとろ煮

２３火 〈天皇誕生日〉

２４水

牛乳  鮭おにぎり  田舎う
どん  みかん  牛乳  お誕
生会お楽しみおやつ

鮭おにぎり  田舎うどん
みかん  ホットケーキ

ミルク  野菜うどん  みか
ん

ミルク  野菜うどん  みか
ん

２５木

牛乳  食パン  ポテトスー
プ  ミートローフ  パスタサ
ラダ  牛乳  豆乳もち

食パン  ポテトスープ  鶏
団子のトマト煮  パスタの
あえもの  きなこおにぎり

ミルク  パンがゆ  じゃが芋
のだし汁  鶏団子のトマト
煮  キャベツのとろとろ煮

ミルク  パンがゆ  じゃが芋
のだし汁  白身魚のトマト
煮  キャベツのとろとろ煮

２６金

牛乳  ごはん  けんちん汁
白身魚の天ぷら  ほうれん
草のごま和え  牛乳  ピザ
トースト

ごはん  けんちん汁  白身
魚のとろとろ煮  ほうれん
草のごま和え  ジャムサン
ド

ミルク  全がゆ  大根のだ
し汁  白身魚のとろとろ煮
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  ほうれん草のやわらか
煮

２７土

牛乳  豆乳ココア  ハヤシ
ライス  フルーツヨーグルト
牛乳  あんぱん

豆乳  ごはん  ミルクシ
チュー  フルーツヨーグル
ト  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

２８日


