
七飯ほんちょう

　　　　保育園
日付 完了期 後期 中期 初期

１日

２月

牛乳  ごはん  豆腐と油揚
げのみそ汁  えびと野菜の
かき揚げ  ほうれん草のお
かか和え  りんご  牛乳  か
ぼちゃケーキ

ごはん  豆腐のみそ汁  白
身魚と野菜のやわらか煮
ほうれん草のおかか和え
りんご  かぼちゃホットケー
キ

ミルク  全がゆ  豆腐のだし
汁  白身魚と野菜のやわら
か煮  ほうれん草のとろと
ろ煮  りんご

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

３火 〈憲法記念日〉

４水 〈みどりの日〉

５木 〈こどもの日〉

６金

牛乳  ごはん  けんちん汁
さけのちゃんちゃん焼き
きゅうりと人参の昆布あえ
パイン缶  牛乳  ココアホッ
トケーキ

ごはん  けんちん汁  さけと
野菜のみそ煮  きゅうりと
人参の昆布あえ  くだもの
ホットケーキ

ミルク  全がゆ  大根と豆
腐のだし汁  さけと野菜の
やわらか煮  きゅうりと人参
のとろとろ煮  くだもの

ミルク  五分がゆ  大根と
豆腐のだし汁  白身魚と野
菜のやわらか煮  きゅうりと
人参のとろとろ煮  くだもの

７土

牛乳  豆乳ココア  ホワイト
シチューライス  コールス
ローサラダ  バナナ  牛乳
おやつホットドッグ

ごはん  ミルクシチュー
キャベツのあえもの  バナ
ナ  ジャムサンド

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  キャベツのとろとろ
煮  バナナ

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  キャベツのとろとろ
煮  バナナ

８日

９月

牛乳  ごはん  豚汁  厚焼
き卵  おからサラダ  キウイ
フルーツ  牛乳  おやつ和
風スパゲティー

ごはん  野菜のみそ汁  厚
焼き卵  ブロッコリーのあえ
もの  キウイフルーツ  焼き
うどん風

ミルク  全がゆ  野菜のみ
そ汁  白身魚のやわらか煮
ブロッコリーのとろとろ煮
キウイフルーツ

ミルク  五分がゆ  野菜の
みそ汁  白身魚のやわらか
煮  ブロッコリーのとろとろ
煮  くだもの

１０火

牛乳  ごはん  さつま芋と
長ねぎのみそ汁  白身魚
の磯辺焼き  きゅうりの華
風サラダ  オレンジ  牛乳
黒糖蒸しパン

ごはん  さつま芋と長ねぎ
のみそ汁  白身魚の磯辺
焼き  きゅうりのあえもの
オレンジ  蒸しパン

ミルク  全がゆ  さつま芋の
だし汁  白身魚のやわらか
煮  きゅうりのとろとろ煮
オレンジ

ミルク  五分がゆ  さつま芋
のだし汁  白身魚のやわら
か煮  きゅうりのとろとろ煮
オレンジ

１１水

牛乳  ごはん  チンゲン菜
とえのきのみそ汁  豆腐
バーグ  ごぼうとコーンの
サラダ  りんご  牛乳  大学
芋

ごはん  チンゲン菜とえの
きのみそ汁  豆腐バーグ
ごぼうとコーンのあえもの
りんご  さつま芋の甘煮

ミルク  全がゆ  チンゲン菜
のみそ汁  鶏団子のふわ
ふわ煮  人参のやわらか
煮  りんご

ミルク  五分がゆ  チンゲン
菜のみそ汁  豆腐のとろと
ろ煮  人参のやわらか煮
りんご

１２木

牛乳  食パン  きのこの
スープ  キャベツと豚肉の
重ね蒸し  マカロニサラダ
もも缶  牛乳  鮭チーズお
にぎり

食パン  きのこのスープ
鶏ささみとキャベツのトマト
煮  マカロニのあえもの  く
だもの  鮭おにぎり

ミルク  パンがゆ  玉ねぎ
のだし汁  鶏ささみとキャベ
ツのトマト煮  きゅうりと人
参のやわらか煮  くだもの

ミルク  パンがゆ  玉ねぎ
のだし汁  白身魚とキャベ
ツのトマト煮  きゅうりと人
参のやわらか煮  くだもの

１３金

牛乳  ごはん  切干し大根
と里芋のみそ汁  たらのケ
チャップあんかけ  納豆あ
え  バナナ  牛乳  オレンジ
ムース

ごはん  切干し大根と里芋
のみそ汁  白身魚の野菜
あんかけ  納豆あえ  バナ
ナ  ヨーグルト

ミルク  全がゆ  さといもの
みそ汁  白身魚の野菜あ
んかけ  もやしと小松菜の
やわらか煮  バナナ

ミルク  五分がゆ  だいこん
のみそ汁  白身魚のとろと
ろ煮  もやしと小松菜のや
わらか煮  バナナ

１４土

牛乳  豆乳ココア  親子丼
もやしとわかめのみそ汁
キウイフルーツ  牛乳  ジャ
ムパン

ごはん  鶏ささみの卵とじ
もやしとわかめのみそ汁
キウイフルーツ  ジャムサ
ンド

ミルク  全がゆ  鶏ささみの
黄身とじ  もやしのだし汁
キウイフルーツ

ミルク  五分がゆ  豆腐の
とろとろ煮  もやしのだし汁
くだもの

１５日

１６月

牛乳  ごはん  なすとわか
めのみそ汁  厚揚げとじゃ
が芋のそぼろ煮  白菜のの
りあえ  オレンジ  牛乳  バ
ナナスティックパン

ごはん  なすとわかめのみ
そ汁  豆腐とじゃが芋のそ
ぼろ煮  白菜ののりあえ
オレンジ  バナナホットケー
キ

ミルク  全がゆ  なすのだし
汁  豆腐とじゃが芋のそぼ
ろ煮  白菜とろとろ煮  オレ
ンジ

ミルク  五分がゆ  なすの
だし汁  豆腐とじゃが芋の
そぼろ煮  白菜とろとろ煮
オレンジ



日付 完了期 後期 中期 初期

１７火

牛乳  ごはん  大根となめ
このみそ汁  ししゃものフラ
イ  ほうれん草のナムル  り
んご  牛乳  みたらし団子

ごはん  大根となめこのみ
そ汁  白身魚のパン粉焼き
ほうれん草のあえもの  り
んご  きな粉おにぎり

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
りんご

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  りんご

１８水

牛乳  春野菜のシーフード
カレー  きゅうりとコーンの
サラダ  フルーツポンチ  牛
乳  チーズラスク

ごはん  ミルクシチュー
きゅうりのあえもの  くだも
の  チーズトースト

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  きゅうりのやわらか
煮  くだもの

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  きゅうりのやわらか
煮  くだもの

１９木

牛乳  食パン  豆乳スープ
肉団子の揚げ煮  キャベツ
のツナマヨネーズあえ  バ
ナナ  牛乳  桃のゼリー

食パン  豆乳スープ  鶏団
子のやわらか煮  キャベツ
のあえもの  バナナ  ホット
ケーキ

ミルク  パンがゆ  豆乳だし
汁  鶏団子のやわらか煮
キャベツのとろとろ煮  バナ
ナ

ミルク  パンがゆ  豆乳だし
汁  豆腐のやわらか煮
キャベツのとろとろ煮  バナ
ナ

２０金

牛乳  ごはん  キャベツと
コーンのみそ汁  赤魚とご
ぼうの煮つけ  いんげんの
ごまあえ  キウイフルーツ
牛乳  どら焼き

ごはん  キャベツとコーン
のみそ汁  白身魚の煮つ
け  いんげんのごまあえ
キウイフルーツ  ホットケー
キ

ミルク  全がゆ  キャベツと
コーンのだし汁  白身魚の
とろとろ煮  人参のやわら
か煮  キウイフルーツ

ミルク  五分がゆ  キャベツ
とコーンのだし汁  白身魚
のとろとろ煮  人参のやわ
らか煮  くだもの

２１土

牛乳  豆乳ココア  豚丼  小
松菜と油揚げのみそ汁  オ
レンジ  牛乳  コーンマヨ
トースト

ごはん  鶏団子のやわらか
煮  小松菜のだし汁  オレ
ンジ  コーントースト

ミルク  全がゆ  鶏団子の
やわらか煮  小松菜のだし
汁  オレンジ

ミルク  五分がゆ  豆腐の
やわらか煮  小松菜のだし
汁  オレンジ

２２日

２３月

牛乳  ごはん  豚肉と白菜
のみそ汁  焼きがんもどき
のあんかけ  梅サラダ  り
んご  牛乳  さつま芋のガ
レット

ごはん  白菜のみそ汁  豆
腐と野菜のあんかけ  切干
大根のあえもの  りんご  さ
つま芋のホットケーキ

ミルク  全がゆ  白菜のみ
そ汁  豆腐と野菜のあんか
け  切干大根のあえもの
りんご  さつま芋のホット
ケーキ

ミルク  五分がゆ  白菜の
みそ汁  豆腐と野菜のあん
かけ  切干大根のあえもの
りんご  さつま芋のホット
ケーキ

２４火

牛乳  ごはん  五目汁  さ
ばと玉ねぎのみそ煮  じゃ
が芋きんぴら  みかん缶
牛乳  豆乳もち

ごはん  五目汁  白身魚と
玉ねぎのみそ煮  じゃが芋
きんぴら風  くだもの  きな
こおにぎり

ミルク  全がゆ  野菜と豆
腐のみそ汁  白身魚と玉ね
ぎのとろとろ煮  じゃが芋や
わらか煮  くだもの

ミルク  五分がゆ  野菜と
豆腐のみそ汁  白身魚と玉
ねぎのとろとろ煮  じゃが芋
やわらか煮  くだもの

２５水

牛乳  きのこカレーうどん
ちくわのごま炒め  バナナ
ヨーグルト  牛乳  お誕生
日お楽しみおやつ

野菜うどん  白身魚のやわ
らか煮  バナナヨーグルト
ジャムサンド

ミルク  野菜うどん  白身魚
のやわらか煮  バナナヨー
グルト

ミルク  野菜うどん  白身魚
のやわらか煮  バナナヨー
グルト

２６木

牛乳  食パン  ミルクスープ
スパニッシュオムレツ  ブ
ロッコリーのマヨネーズあ
え  キウイフルーツ  牛乳
とりそぼろおにぎり

食パン  ミルクスープ風
じゃが芋のオムレツ  ブロッ
コリーのあえもの  キウイフ
ルーツ  とりそぼろおにぎり

ミルク  パンがゆ  コーン
スープ風  じゃが芋の黄身
とじ  ブロッコリーのとろとろ
煮  キウイフルーツ

ミルク  パンがゆ  コーン
スープ風  じゃが芋のやわ
らか煮  ブロッコリーのとろ
とろ煮  くだもの

２７金

牛乳  ごはん  かぼちゃと
ごぼうのみそ汁  カレイの
天ぷら  ほうれん草の菜種
和え  オレンジ  麦茶  フ
ルーチェ

ごはん  かぼちゃとごぼう
のみそ汁  カレイのやわら
か煮  ほうれん草の菜種和
え  オレンジ  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  かぼちゃの
だし汁  白身魚のやわらか
煮  ほうれん草のとろとろ
煮  オレンジ

ミルク  五分がゆ  かぼちゃ
のだし汁  白身魚のやわら
か煮  ほうれん草のとろと
ろ煮

２８土

牛乳  豆乳ココア  ハヤシ
ライス  キャベツのベーコン
ドレッシング  りんご  牛乳
フレンチトースト

ごはん  ミルクシチュー
キャベツのあえもの  りん
ご  フレンチトースト

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  キャベツのとろとろ
煮  りんご

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  キャベツのとろとろ
煮  りんご

２９日

３０月

牛乳  ごはん  じゃが芋と
玉ねぎのみそ汁  豚肉の
すき焼き風煮物  きゅうりと
チーズの酢の物  洋なし缶
牛乳  豆腐団子（きな粉）

ごはん  じゃが芋と玉ねぎ
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  くだも
の  きな粉おにぎり

ミルク  全がゆ  じゃが芋と
玉ねぎのだし汁  鶏ささみ
と野菜のやわらか煮  きゅ
うりとろとろ煮  くだもの

ミルク  五分がゆ  じゃが芋
と玉ねぎのだし汁  豆腐と
野菜のやわらか煮  きゅう
りとろとろ煮  くだもの

３１火

牛乳  ごはん  おかず汁
鮭の照り焼き  白菜と油揚
げの煮浸し  バナナ  牛乳
あげいも

ごはん  おかず汁  鮭の照
り焼き風  白菜の煮浸し
バナナ  芋の塩煮

ミルク  全がゆ  豆腐となす
のみそ汁  鮭のやわらか煮
白菜のとろとろ煮  バナナ

ミルク  五分がゆ  豆腐とな
すのみそ汁  白身魚のや
わらか煮  白菜のとろとろ
煮  バナナ


