七飯ほんちょう
保育園
日付

完了期

１土

〈年始休園日〉

２日

〈年始休園日〉

３月

〈年始休園日〉

４火

〈年始休園日〉
牛乳 ごはん 白菜と厚揚
げのみそ汁 肉じゃが ご
ぼうとコーンのサラダ 牛
乳 ホットケーキ

５水

６木

７金

８土

後期

中期

ごはん 白菜のみそ汁 鶏
ささみとじゃが芋の煮物
ごぼうとコーンのあえもの
ホットケーキ

ミルク 全がゆ 白菜のだし
汁 鶏ささみとじゃが芋のと
ろとろ煮 人参のやわらか
煮

初期

ミルク 五分がゆ 白菜の
だし汁 豆腐とじゃが芋の
とろとろ煮 人参のやわら
か煮

牛乳 食パン カレーポトフ 食パン 野菜のスープ オ ミルク パンがゆ 野菜の ミルク パンがゆ 野菜の
ベーコンオムレツ キャベツ ムレツ キャベツあえもの だし汁 玉ねぎの黄身とじ だし汁 白身魚のやわらか
のツナマヨネーズあえ 牛 しらすおにぎり
キャベツのとろとろ煮
煮 キャベツのとろとろ煮
乳 しらすねぎおにぎり
牛乳 ごはん 五目汁 さ
ばと玉ねぎのみそ煮 ほう
れん草のおかか和え 牛
乳 シュガーバタートースト

ごはん 五目汁 白身魚と
玉ねぎのみそ煮 ほうれん
草のおかか和え シュガー
トースト風

ミルク 全がゆ 大根と人
参のだし汁 白身魚と玉ね
ぎのとろとろ煮 ほうれん
草のやわらか煮

ミルク 五分がゆ 大根と
人参のだし汁 白身魚と玉
ねぎのとろとろ煮 ほうれ
ん草のやわらか煮

牛乳 豆乳ココア 鶏肉の 豆乳 ごはん 鶏団子と人 ミルク 全がゆ 鶏団子と ミルク 五分がゆ 豆腐と
照り焼き丼 わかめスープ 参のやわらか煮 わかめ 人参のやわらか煮 キャベ 人参のやわらか煮 キャベ
牛乳 クリームパン
スープ ジャムサンド
ツのだし汁
ツのだし汁

９日
１０月

〈成人の日〉
牛乳 ごはん かぼちゃと
長ねぎのみそ汁 厚揚げ
１１火 のそぼろ煮 ブロッコリーの
ごまあえ 牛乳 さつまいも
のさくさく揚げ

ごはん かぼちゃと長ねぎ ミルク 全がゆ かぼちゃの
のみそ汁 豆腐のそぼろ煮 だし汁 豆腐のそぼろ煮
ブロッコリーのごまあえ さ ブロッコリーやわらか煮
つまいもの甘煮

ミルク 五分がゆ かぼちゃ
のだし汁 豆腐のとろとろ
煮 ブロッコリーやわらか
煮

牛乳 ごはん 切干大根と
さと芋のみそ汁 豚肉のご
１２水 ままぶし きゅうりの華風サ
ラダ 牛乳 人参のカップ
ケーキ

ごはん 切干大根とさと芋
のみそ汁 鶏ささみと野菜
のやわらか煮 きゅうりの
あえもの 人参のホット
ケーキ

ミルク 全がゆ さと芋のだ
し汁 鶏ささみと人参のや
わらか煮 きゅうりのとろと
ろ煮

ミルク 五分がゆ 大根の
だし汁 白身魚と人参のや
わらか煮 きゅうりのとろと
ろ煮

牛乳 食パン 豆乳スープ
キャベツと豚肉の重ね蒸し
１３木 マセドアンサラダ 牛乳 フ
ルーツ白玉

食パン 豆乳スープ風 鶏
団子とキャベツのトマト煮
じゃがいものあえもの くだ
もの

ミルク パンがゆ 豆乳
スープ風 鶏団子とキャベ
ツのトマト煮 じゃがいもの
とろとろ煮

ミルク パンがゆ 豆乳
スープ風 白身魚とキャベ
ツのトマト煮 じゃがいもの
とろとろ煮

牛乳 ごはん さつま汁 カ
レイ五目あんかけ 春雨サ
１４金 ラダ 牛乳 チョコっとフレ
ンチ

ごはん さつま芋のみそ汁
白身魚の野菜あんかけ
春雨のあえもの フレンチ
トースト

ミルク 全がゆ さつま芋の
だし汁 白身魚と野菜のと
ろとろ煮 もやしときゅうり
のやわらか煮

ミルク 五分がゆ さつま芋
のだし汁 白身魚と野菜の
とろとろ煮 もやしときゅうり
のやわらか煮

牛乳 豆乳ココア ハヤシ ごはん ミルクシチュー り ミルク 全がゆ ミルクシ
チュー りんご
１５土 ライス りんご 牛乳 あん んご ジャムサンド
ぱん

ミルク 五分がゆ ミルクシ
チュー りんご

１６日
牛乳 ごはん 小松菜と玉
ねぎのみそ汁 ぎせい豆腐
１７月 大根のそぼろ煮 牛乳 簡
単ピザ

ごはん 小松菜と玉ねぎの
みそ汁 豆腐と野菜の卵と
じ 大根のそぼろ煮 ピザ
トースト風

ミルク 全がゆ 小松菜と
玉ねぎのだし汁 豆腐と野
菜の黄身とじ 大根のそぼ
ろ煮

ミルク 五分がゆ 小松菜
と玉ねぎのだし汁 豆腐と
人参のとろとろ煮 大根の
やわらか煮

日付

完了期

牛乳 ごはん 茄子と玉ね
ぎのみそ汁 鶏と揚げじゃ
が芋の煮物 ほうれん草の
１８火
サラダ 牛乳 オレンジ
ムース

後期

中期

ごはん 茄子と玉ねぎのみ
そ汁 じゃが芋と大豆のそ
ぼろあんかけ ほうれん草
のあえもの ヨーグルト

ミルク 全がゆ 茄子と玉
ねぎのだし汁 じゃが芋と
大豆のそぼろあんかけ ほ
うれん草のとろとろ煮

初期

ミルク 五分がゆ 茄子と
玉ねぎのだし汁 じゃが芋
と大豆のやわらか煮 ほう
れん草のとろとろ煮

牛乳 かぼちゃごろっと冬 ごはん かぼちゃのミルク ミルク 全がゆ かぼちゃの ミルク 五分がゆ かぼちゃ
野菜カレー 白菜とハムの シチュー 白菜のあえもの ミルクシチュー 白菜のとろ のミルクシチュー 白菜の
とろ煮 バナナ
とろとろ煮 バナナ
１９水 サラダ バナナ 牛乳 おか バナナ 蒸しパン
ら蒸しパン
牛乳 食パン きのこの
スープ 肉団子の揚げ煮
２０木 マカロニサラダ 牛乳 梅ち
りおにぎり

食パン きのこのスープ
鶏団子のやわらか煮 マカ
ロニのあえもの しらすお
にぎり

ミルク パンがゆ 玉ねぎと
人参のだし汁 鶏団子のや
わらか煮 きゅうりのとろと
ろ煮

ミルク パンがゆ 玉ねぎと
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

牛乳 ごはん 豚汁 鮭の ごはん 野菜のみそ汁 鮭 ミルク 全がゆ じゃが芋の ミルク 五分がゆ じゃが芋
照り焼き れんこんのきん のてり焼き 人参のやわら だし汁 鮭のとろとろ煮 人 のだし汁 白身魚のとろと
２１金 ぴら 牛乳 チーズラスク か煮 チーズトースト
参のやわらか煮
ろ煮 人参のやわらか煮
牛乳 豆乳ココア 中華丼
２２土 もやしとわかめのみそ汁
牛乳 レーズンパン

ごはん 鶏ささみと野菜の ミルク 全がゆ 鶏ささみと ミルク 五分がゆ 豆腐と
あんかけ もやしとわかめ 野菜のあんかけ もやしの 野菜のあんかけ もやしの
のみそ汁 ジャムサンド
だし汁
だし汁

２３日
牛乳 ごはん じゃが芋とご
ぼうのみそ汁 豚肉のすき
２４月 焼き風煮物 きゅうりとチー
ズの酢の物 牛乳 ミニアメ
リカンドッグ

ごはん じゃが芋とごぼう
のみそ汁 鶏ささみと野菜
のやわらか煮 きゅうりと
チーズのあえもの バナナ
ホットケーキ

ミルク 全がゆ じゃが芋の
だし汁 鶏ささみと野菜の
やわらか煮 きゅうりのとろ
とろ煮

ミルク 五分がゆ じゃが芋
のだし汁 豆腐と野菜のや
わらか煮 きゅうりのとろと
ろ煮

牛乳 ごはん 大根と人参
のみそ汁 家常豆腐 白菜
２５火 のりあえ 牛乳 バナナ
ケーキ

ごはん 大根と人参のみそ
汁 豆腐とキャベツのあん
かけ 白菜のりあえ ホット
ケーキ

ミルク 全がゆ 大根と人
参のだし汁 豆腐とキャベ
ツのとろとろ煮 白菜やわ
らか煮

ミルク 五分がゆ 大根と
人参のだし汁 豆腐とキャ
ベツのとろとろ煮 白菜や
わらか煮

牛乳 ケチャップスパゲ
スパゲティーのトマト煮 野 ミルク うどんのトマト煮
ティー 野菜スープ フルー 菜スープ くだもの バナナ 野菜スープ くだもの
２６水 ツカクテル 牛乳 お誕生 ホットケーキ
会お楽しみおやつ

ミルク うどんのトマト煮
野菜スープ くだもの

牛乳 食パン コーンクリー 食パン コーンクリーム
ミルク パンがゆ コーンの
ムスープ コロッケ ゆで野 スープ じゃが芋のパン粉 豆乳だし汁 じゃが芋のや
２７木 菜 牛乳 おやつ雑炊
焼き ゆで野菜 おやつ雑 わらか煮 キャベツとブロッ
炊
コリーのとろとろ煮

ミルク パンがゆ コーンの
豆乳だし汁 じゃが芋のや
わらか煮 キャベツとブロッ
コリーのとろとろ煮

牛乳 ごはん キャベツとえ
のきのみそ汁 赤魚とごぼ
２８金 うの煮つけ 切干大根のサ
ラダ 牛乳 プリン

ミルク 五分がゆ キャベツ
のだし汁 白身魚のとろと
ろ煮 きゅうりのやわらか
煮

ごはん キャベツとえのき ミルク 全がゆ キャベツの
のみそ汁 白身魚とごぼう だし汁 白身魚のとろとろ
の煮つけ 切干大根のあえ 煮 きゅうりのやわらか煮
もの くだもの

牛乳 豆乳ココア ホワイト ごはん ミルクシチュー オ ミルク 全がゆ ミルクシ
チュー オレンジ
２９土 シチューライス オレンジ レンジ ジャムサンド
牛乳 ジャムパン

ミルク 五分がゆ ミルクシ
チュー オレンジ

３０日
牛乳 ごはん 豆腐となめ
このみそ汁 ひじき団子の
３１月 あんかけ キャベツの胡麻
マヨネーズあえ 牛乳 ス
イートポテト

ごはん 豆腐となめこのみ ミルク 全がゆ 豆腐のだし ミルク 五分がゆ 豆腐の
そ汁 鶏だんごのやわらか 汁 鶏だんごのやわらか煮 だし汁 白身魚のやわらか
煮 キャベツのあえもの さ キャベツのとろとろ煮
煮 キャベツのとろとろ煮
つま芋の甘煮

