
七飯ほんちょう

　　　　保育園
日付 完了期 後期 中期 初期

１水

牛乳  ごはん  もやしとわ
かめのみそ汁  厚揚げの
炒め物  キャベツとほうれ
ん草の磯和え  牛乳  蒸し
パン

ごはん  もやしとわかめの
みそ汁  豆腐と野菜のとろ
とろ煮  キャベツとほうれん
草の磯和え  蒸しパン

ミルク  全がゆ  もやしのだ
し汁  豆腐と野菜のとろとろ
煮  キャベツとほうれんそう
のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  もやしの
だし汁  豆腐と野菜のとろ
とろ煮  キャベツとほうれん
そうのやわらか煮

２木

牛乳  食パン  マカロニ
スープ  ポークチャップ  ス
イートポテトサラダ  牛乳
とりそぼろおにぎり

食パン  マカロニスープ  鶏
ささみのトマト煮  さつま芋
のあえもの  とりそぼろお
にぎり

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  鶏ささみのトマト
煮  さつま芋のやわらか煮

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  白身魚のトマト
煮  さつま芋のやわらか煮

３金

牛乳  ごはん  五目みそ汁
赤魚といんげんの煮つけ
きゅうりの酢の物  牛乳  大
学芋

ごはん  五目みそ汁  白身
魚といんげんの煮つけ
きゅうりのあえもの  さつま
芋の甘煮

ミルク  全がゆ  大根と人
参のだし汁  白身魚のとろ
とろ煮  きゅうりのやわらか

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  きゅうりのやわら
か

４土

牛乳  豆乳ココア  親子丼
玉ねぎと油揚げのみそ汁
牛乳  ジャムパン

ごはん  鶏ささみの卵とじ
玉ねぎのみそ汁  ジャムサ
ンド

ミルク  全がゆ  鶏ささみの
黄身とじ  玉ねぎのだし汁
ジャムサンド

ミルク  五分がゆ  豆腐の
とろとろ煮  玉ねぎのだし
汁

５日

６月

牛乳  ごはん  中華スープ
鶏肉の甘酢煮  春雨サラダ
牛乳  ココアホットケーキ

ごはん  チンゲン菜のだし
汁  鶏団子と野菜のやわら
か煮  春雨のあえもの
ホットケーキ

ミルク  全がゆ  チンゲン菜
のだし汁  鶏団子と野菜の
やわらか煮  もやしときゅう
りのとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  チンゲン
菜のだし汁  白身魚のやわ
らか煮  もやしときゅうりの
とろとろ煮

７火

牛乳  ごはん  けんちん汁
松風焼き  ほうれん草のナ
ムル  牛乳  オレンジムー
ス

ごはん  けんちん汁  鶏団
子のみそ煮  ほうれん草の
あえもの  ヨーグルト

ミルク  全がゆ  豆腐と野
菜のだし汁  鶏団子のとろ
とろ煮  ほうれん草のやわ
らか煮

ミルク  五分がゆ  豆腐と
野菜のだし汁  白身魚のや
わらか煮  ほうれん草のや
わらか煮

８水

牛乳  ごはん  さつま芋と
わかめのみそ汁  豚肉の
すき焼き風煮物  ごぼうと
コーンのサラダ  牛乳  お
やつちゃんぽんラーメン

ごはん  さつま芋とわかめ
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  野菜う
どん

ミルク  全がゆ  さつま芋の
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  さつま芋
のだし汁  豆腐と野菜のや
わらか煮  人参のとろとろ
煮

９木

牛乳  食パン  きのこ豆乳
スープ  ベーコンオムレツ
ブロッコリーのマヨネーズ
あえ  牛乳  おからとキャベ
ツのチヂミ

食パン  きのこ豆乳スープ
オムレツ  ブロッコリーのあ
えもの  おからとキャベツ
のチヂミ風

ミルク  パンがゆ  人参の
だし汁  玉ねぎの黄身とじ
ブロッコリーのとろとろ煮

ミルク  パンがゆ  人参の
だし汁  白身魚のやわらか
煮  ブロッコリーのとろとろ
煮

１０金

牛乳  ごはん  キャベツとえ
のきのみそ汁  鮭の照り焼
き  大根の肉みそかけ  牛
乳  ごまトースト

ごはん  キャベツとえのき
のみそ汁  鮭のやわらか煮
大根のそぼろあんかけ  ご
まトースト

ミルク  全がゆ  キャベツの
だし汁  鮭のやわらか煮
大根のそぼろあんかけ

ミルク  五分がゆ  キャベツ
のだし汁  白身魚のやわら
か煮  大根のとろとろ煮

１１土

牛乳  豆乳ココア  マー
ボー豆腐丼  わかめスープ
牛乳  あんぱん

ごはん  豆腐のそぼろあん
かけ  わかめスープ  ジャ
ムサンド

ミルク  全がゆ  豆腐のそ
ぼろあんかけ  キャベツの
だし汁

ミルク  五分がゆ  豆腐の
とろとろ煮  キャベツのだし
汁

１２日

１３月

牛乳  ごはん  豆腐となめ
このみそ汁  肉じゃが  ほう
れん草のサラダ  牛乳 フ
ルーツゼリー

ごはん  豆腐となめこのみ
そ汁  鶏ささみとじゃが芋
の煮物  ほうれん草のあえ
もの  くだもの

ミルク  全がゆ  豆腐のだし
汁  鶏ささみとじゃが芋の
煮物  ほうれん草のとろと
ろ煮

ミルク  五分がゆ  豆腐の
だし汁  白身魚とじゃが芋
の煮物  ほうれん草のとろ
とろ煮

１４火

牛乳  ごはん  白菜とハム
のスープ  ピーマンの細切
り炒め  えびマヨネーズ  牛
乳  どら焼き

ごはん  白菜のだし汁
ピーマンのそぼろあんかけ
白身魚のやわらか煮  ホッ
トケーキ

ミルク  全がゆ  白菜のだし
汁  人参のそぼろあんかけ
白身魚のやわらか煮

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



　
日付 完了期 後期 中期 初期

１５水

牛乳  ハヤシライス  コール
スローサラダ  なし  牛乳
みたらし団子

ごはん  ミルクシチュー
キャベツのあえもの  なし
きなこおにぎり

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  キャベツのとろとろ
煮  なし

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  キャベツのとろとろ
煮  なし

１６木

牛乳  食パン  秋野菜のシ
チュー  チーズインハン
バーグ  白菜とハムのサラ
ダ  牛乳  昆布おにぎり

食パン  秋野菜のシチュー
鶏団子のトマト煮  白菜の
あえもの  きな粉おにぎり

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  鶏団子のトマト煮
白菜のとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  豆腐のトマト煮  白
菜のとろとろ煮

１７金

牛乳  ごはん  豚汁  さば
の塩焼き  ひじきとさつま
芋の炒り煮  牛乳  きな粉
揚げパン

ごはん  野菜のみそ汁  白
身魚のとろとろ煮  ひじきと
さつま芋の煮物  ジャムサ
ンド

ミルク  全がゆ  野菜のだし
汁  白身魚のとろとろ煮  さ
つま芋のやわらか煮

ミルク  五分がゆ  野菜の
だし汁  白身魚のとろとろ
煮  さつま芋のやわらか煮

１８土

牛乳  豆乳ココア  ホワイト
シチューライス  バナナ  牛
乳  メロンパン

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  ミルクシ
チュー  バナナ

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  バナナ

１９日

２０月 〈敬老の日〉

２１火

牛乳  ごはん  白菜と厚揚
げのみそ汁  ふんわりつく
ねのあんかけ  きゅうりの
華風サラダ  牛乳  人参
カップケーキ

ごはん  白菜と厚揚げのみ
そ汁  ふんわりつくねのあ
んかけ  きゅうりのあえもの
人参ホットケーキ

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

２２水

牛乳  ごはん  切干大根と
かぼちゃのみそ汁  カレイ
五目あんかけ  炒り豆腐
牛乳  黒みつときな粉のミ
ルクプリン

ごはん  切干大根とかぼ
ちゃのみそ汁  白身魚の野
菜あんかけ  炒り豆腐  き
な粉おにぎり

ミルク  全がゆ  かぼちゃの
だし汁  白身魚の野菜あん
かけ  豆腐ののとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  かぼちゃ
のだし汁  白身魚の野菜あ
んかけ  豆腐ののとろとろ
煮

２３木 〈秋分の日〉

２４金

牛乳  ミートスパゲティー
野菜スープ  柿  牛乳  二
色おはぎ

トマトスパゲティー  野菜
スープ  柿  きなこおにぎり

ミルク  トマトうどん  野菜
のだし汁  柿

ミルク  トマトうどん  野菜
のだし汁  柿

２５土

牛乳  豆乳ココア  バターチ
キンカレー  みかんヨーグ
ルト  牛乳  レーズンパン

豆乳  ごはん  ミルクシ
チュー  ヨーグルト  ジャム
サンド

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  ヨーグルト

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー

２６日

２７月

牛乳  ごはん  じゃが芋とき
ぬさやのみそ汁  豆腐の野
菜そぼろ煮  ほうれん草の
おかか和え  牛乳  フルー
ツポンチ

ごはん  じゃが芋ときぬさ
やのみそ汁  豆腐の野菜
そぼろ煮  ほうれん草のお
かか和え  くだもの

ミルク  全がゆ  じゃが芋の
だし汁  豆腐の野菜そぼろ
煮  ほうれん草のとろとろ
煮

ミルク  五分がゆ  じゃが芋
のだし汁  豆腐の野菜やわ
らか煮  ほうれん草のとろ
とろ煮

２８火

牛乳  ごはん  大根と油揚
げのみそ汁  大豆の天ぷら
キャベツのツナマヨネーズ
あえ  牛乳  フレンチトース
ト

ごはん  大根と油揚げのみ
そ汁  大豆のやわらか煮
キャベツのあえもの  フレン
チトースト

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  大豆のやわらか煮
キャベツのとろとろ煮

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  大豆のやわらか煮
キャベツのとろとろ煮

２９水

牛乳  ごはん  玉ねぎとわ
かめのみそ汁  千草卵焼き
筑前煮  牛乳  お誕生会お
楽しみおやつ

ごはん  玉ねぎとわかめの
みそ汁  卵焼き  野菜のや
わらか煮  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  玉ねのだし
汁  ほうれん草の黄とじ
人参のとろとろ煮

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

３０木

牛乳  食パン  野菜スープ
チキンソテーのホワイト
ソースがけ  ジャーマンポ
テト  牛乳  鮭チーズおにぎ
り

食パン  野菜スープ  鶏ささ
みのやわらか煮  じゃが芋
の炒め物  鮭チーズおにぎ
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  じゃが芋のとろとろ
煮

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  豆腐のやわらか
煮  じゃが芋のとろとろ煮


