
七飯ほんちょう

　　　　保育園
日付 完了期 後期 中期 初期

１火

牛乳  ごはん  白菜とえの
きのみそ汁  ぎせい豆腐
切干し大根の旨煮  麦茶
フルーチェ

ごはん  白菜とえのきのみ
そ汁  豆腐の卵とじ  切干
し大根のやわらか煮  くだ
もの

ミルク  全がゆ  白菜のだ
し汁  豆腐の黄身とじ  人
参のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  白菜の
だし汁  豆腐のとろとろ煮
人参のやわらか煮

２水

牛乳  ごはん  大根と油揚
げのみそ汁  鶏肉のすき
焼き風煮物  ひじきとキャ
ベツのサラダ  牛乳  蒸し
パン

ごはん  大根のだし汁  鶏
ささみのと野菜のやわらか
煮  ひじきとキャベツのあ
えもの  蒸しパン

ミルク  全がゆ  大根のだ
し汁  鶏ささみのと野菜の
やわらか煮  キャベツのと
ろとろ煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  豆腐のと野菜のや
わらか煮  キャベツのとろ
とろ煮

３木

牛乳  食パン  野菜スープ
ミートローフ  マカロニサラ
ダ  牛乳  みそ焼きおにぎ
り

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  おかかおにぎり

ミルク  パンがゆ  野菜の
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  野菜の
だし汁  白身魚のトマト煮
きゅうりのやわらか煮

４金

牛乳  ごはん  五目みそ汁
さばの照り焼き  キャベツ
の胡麻マヨネーズあえ  牛
乳  フルーツサンド

ごはん  五目みそ汁  白身
魚のやわらか煮  キャベツ
のあえもの  ジャムパン

ミルク  全がゆ  大根と人
参のだし汁  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  大根と
人参のだし汁  白身魚の
やわらか煮  キャベツのと
ろとろ煮

５土

牛乳  豆乳ココア  バター
チキンカレー  オレンジ  牛
乳  黒糖ロール

ごはん  ミルクシチュー  オ
レンジ  ジャムサンド

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  オレンジ

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  オレンジ

６日

７月

牛乳  ごはん  なすと玉ね
ぎのみそ汁  豚肉と野菜の
香味炒め  ごぼうとコーン
のサラダ  牛乳  さつまい
もスティック（塩）

ごはん  なすと玉ねぎのみ
そ汁  鶏ささみと野菜のや
わらか煮  ごぼうとコーン
のあえもの  さつまいもの
甘煮

ミルク  全がゆ  なすと玉
ねぎのだし汁  鶏ささみと
野菜のやわらか煮  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  人参のと
ろとろ煮

８火

牛乳  ごはん  中華風コー
ンスープ  シュウマイ  ほう
れん草のナムル  牛乳
ヨーグルトポムポムケーキ

ごはん  コーンスープ  鶏
団子のやわらか煮  ほうれ
ん草のあえもの  ホット
ケーキ

ミルク  全がゆ  コーンと人
参のだし汁  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  コーンと
人参のだし汁  白身魚の
やわらか煮  ほうれん草の
とろとろ煮

９水

牛乳  ごはん  じゃが芋と
きぬさやのみそ汁  厚揚げ
のそぼろ煮  白菜のじゃこ
ドレッシング  牛乳  オレン
ジゼリー

ごはん  じゃが芋ときぬさ
やのみそ汁  豆腐のそぼ
ろ煮  白菜のあえもの  く
だもの

ミルク  全がゆ  じゃが芋
のだし汁  豆腐のそぼろ煮
白菜のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  じゃが
芋のだし汁  豆腐のやわら
か煮  白菜のとろとろ煮

１０木

牛乳  パン  野菜スープ
タンドリーチキン  ビーンズ
サラダ  牛乳  豆腐団子
（あずき）

パン  野菜スープ  鶏ささ
みのやわらか煮  キャベツ
と豆のあえもの  きなこお
にぎり

ミルク  パンがゆ  野菜の
だし汁  鶏ささみのやわら
か煮  キャベツと豆のとろ
とろ煮

ミルク  パンがゆ  野菜の
だし汁  豆腐のやわらか煮
キャベツと豆のとろとろ煮

１１金

牛乳  ごはん  けんちん汁
鮭のみそマヨネーズ焼き
きゅうりの華風サラダ  牛
乳  チョコっとフレンチ

ごはん  けんちん汁  鮭の
みそ煮  きゅうりのあえも
の  ジャムサンド

ミルク  全がゆ  大根と人
参のだし汁  鮭のやわらか
煮  きゅうりのとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  大根と
人参のだし汁  白身魚の
やわらか煮  きゅうりのとろ
とろ煮

１２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  ジャムパ
ン

ごはん  ミルクシチュー  く
だもの  ジャムサンド

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  くだもの

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  くだもの

１３日

１４月

牛乳  キッズビビンバ  か
に豆腐汁  はるさめ炒め
牛乳  チーズホットケーキ

キッズビビンバ風  豆腐の
だし汁  はるさめ炒め
チーズホットケーキ

ミルク  全がゆ  豆腐のだ
し汁  野菜のそぼろあんか
け  キャベツのやわらか煮

ミルク  五分がゆ  豆腐の
だし汁  ほうれん草のとろ
とろ煮  キャベツのやわら
か煮



日付 完了期 後期 中期 初期

１５火

牛乳  ごはん  玉ねぎとわ
かめのみそ汁  鶏と揚げ
じゃが芋の煮物  小松菜
のごまあえ  牛乳  フルー
ツゼリー

ごはん  玉ねぎとわかめの
みそ汁  鶏ささみとじゃが
芋の煮物  小松菜のごま
あえ  くだもの

ミルク  全がゆ  玉ねぎの
だし汁  鶏ささみとじゃが芋
のとろとろ煮  小松菜のや
わらか煮

ミルク  五分がゆ  玉ねぎ
のだし汁  大豆とじゃが芋
のとろとろ煮  小松菜のや
わらか煮

１６水

牛乳  シーフードカレー
白菜とハムのサラダ  オレ
ンジ  牛乳  青菜カップ
ケーキ

ごはん  ミルクシチュー  白
菜のあえもの  オレンジ
青菜ホットケーキ

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  白菜のあえもの
オレンジ

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  白菜のあえもの
オレンジ

１７木

牛乳  食パン  スープヌー
ドル  肉団子の揚げ煮  ブ
ロッコリーのミモザサラダ
牛乳  鮭チーズおにぎり

牛乳  食パン  スープヌー
ドル  鶏団子のトマト煮  ブ
ロッコリーのあえもの  牛
乳  鮭チーズおにぎり

ミルク  パンがゆ  玉ねぎ
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  玉ねぎ
のだし汁  豆腐のトマト煮
ブロッコリーのとろとろ煮

１８金

牛乳  ごはん  ちゃんぽん
風おかず汁  ししゃもフライ
きゅうりの酢の物  牛乳
ポテトコーントースト

ごはん  野菜の豆乳風汁
白身魚のパン粉焼き  きゅ
うりのあえもの  ポテトコー
ントースト

ミルク  全がゆ  野菜の豆
乳風汁  白身魚のとろとろ
煮  きゅうりのあえもの

ミルク  五分がゆ  野菜の
豆乳風汁  白身魚のとろと
ろ煮  きゅうりのあえもの

１９土

牛乳  豆乳ココア  豚丼  も
やしとわかめのみそ汁  牛
乳  あんぱん

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  全がゆ  鶏ささみ
のやわらか煮  もやしのだ
し汁

ミルク  五分がゆ  豆腐の
やわらか煮  もやしのだし
汁

２０日

２１月

牛乳  ごはん  豆腐と油揚
げのみそ汁  きんぴらハン
バーグ  ほうれん草のサラ
ダ  牛乳  どら焼き

ごはん  豆腐のみそ汁  き
んぴらハンバーグ  ほうれ
ん草のあえもの  ホット
ケーキ

ミルク  全がゆ  豆腐のだし汁
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  豆腐のだし
汁  白身魚のやわらか煮  ほ
うれん草のとろとろ煮

２２火

牛乳  ごはん  さつま芋と
長ねぎのみそ汁  豚肉の
ジンギスカン風  もやしの
納豆和え  牛乳  パウンド
ケーキ

ごはん  さつま芋と長ねぎ
のみそ汁  鶏団子と野菜
のやわらか煮  もやしの納
豆和え  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  さつま芋
のだし汁  鶏団子と野菜の
やわらか煮  もやしの納豆
のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  さつま
芋のだし汁  白身魚と野菜
のやわらか煮  もやし小松
菜のとろとろ煮

２３水

牛乳  鮭おにぎり  わかめ
うどん  寒天入りフルーツ
ポンチ  牛乳  サーターア
ンダギー

鮭おにぎり  わかめうどん
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

２４木

牛乳  食パン  チキンとか
ぼちゃの豆乳スープ  ベー
コンオムレツ  キャベツの
ツナマヨネーズあえ  牛乳
キャロットゼリー

食パン  チキンとかぼちゃ
の豆乳スープ  玉ねぎの
卵焼き  キャベツのあえも
の  くだもの

ミルク  パンがゆ  かぼ
ちゃの豆乳スープ風  野菜
と黄身の炒り卵  キャベツ
のとろとろ煮

ミルク  パンがゆ  かぼ
ちゃの豆乳スープ風  白身
魚のやわらか煮  キャベツ
のとろとろ煮

２５金

牛乳  ごはん  キャベツの
みそ汁  たらとじゃが芋の
ホクホク揚げ  いんげんと
ささ身のマヨネーズあえ
牛乳  ハンバーガー

ごはん  キャベツのみそ汁
白身魚とじゃが芋の煮物
いんげんとささ身のごまあ
え  食パンバーガー

ミルク  全がゆ  キャベツ
のだし汁  白身魚とじゃが
芋の煮物  人参とささ身の
とろとろ煮

ミルク  五分がゆ  キャベ
ツのだし汁  白身魚とじゃ
が芋の煮物  人参のとろと
ろ煮

２６土

牛乳  豆乳ココア  ドライカ
レーライス  バナナヨーグ
ルト  牛乳  レーズンパン

ごはん  ミルクシチュー  バ
ナナヨーグルト  ジャムサ
ンド

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  バナナヨーグルト

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  バナナ

２７日

２８月

牛乳  ごはん  豚汁  たれ
カツ  ゆで野菜  牛乳  豆
乳かんてん

ごはん  野菜のみそ汁  鶏
団子のやわらか煮  ゆで
野菜  くだもの

ミルク  全がゆ  じゃが芋のだ
し汁  鶏団子のやわらか煮
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  豆腐のやわらか煮
キャベツのとろとろ煮

２９火

牛乳  ごはん  小松菜とな
めこのみそ汁  なすと豆腐
のそぼろ煮  切干し大根の
サラダ  牛乳  じゃがまるく
ん

ごはん  小松菜となめこの
みそ汁  なすと豆腐のそぼ
ろ煮  切干し大根のあえも
の  じゃが芋の煮ころがし

ミルク  全がゆ  小松菜の
だし汁  なすと豆腐のそぼ
ろ煮  きゅうりのやわらか
煮

ミルク  五分がゆ  小松菜
のだし汁  なすと豆腐のと
ろとろ煮  きゅうりのやわら
か煮

３０水

牛乳  ごはん  どさんこ汁
厚焼き卵  豚肉と昆布の
炒め煮  牛乳  お誕生会お
楽しみおやつ

ごはん  野菜のみそ汁  厚
焼き卵  大根の炒め物  く
だもの

ミルク  全がゆ  じゃが芋
のだし汁  野菜の黄身とじ
大根のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  じゃが
芋のだし汁  白身魚のとろ
とろ煮  大根のやわらか煮


