七飯ほんちょう
保育園
日付

１水

２木

３金

４土

完了期

後期

中期

初期

牛乳 ごはん 中華風コー
ンスープ マーボーなす
春雨サラダ もも缶 牛乳
人参カップケーキ
牛乳 パン 野菜スープ タ
ンドリーチキン スイートポ
テトサラダ いちご 牛乳
ももとカルピスのムース

ごはん 人参のかき玉汁
なすのそぼろ煮 春雨のあ
えもの くだもの 人参の
ホットケーキ
パン 野菜スープ 鶏ささみ
のトマト煮 さつまいものあ
えもの いちご くだもの

ミルク 全がゆ 人参のだし
汁 なすのそぼろ煮 きゅう
りともやしのやわらか煮 く
だもの
ミルク パンがゆ ほうれん
草のだし汁 鶏ささみのト
マト煮 さつまいものやわら
か煮 いちご

ミルク 五分がゆ 人参の
だし汁 なすと豆腐のとろと
ろ煮 きゅうりともやしのや
わらか煮 くだもの
ミルク パンがゆ ほうれん
草のだし汁 白身魚のトマ
ト煮 さつまいものやわら
か煮 いちご

牛乳 ごはん 五目みそ汁
白身魚のきのこがけ ひじ
きとほうれん草のサラダ
キウイフルーツ 牛乳
チーズ蒸しパン
牛乳 豆乳ココア 中華丼
たまごスープ フルーツカク
テル 牛乳 黒糖ロール

ごはん 五目みそ汁 白身
魚のきのこあんかけ ほう
れん草のあえもの キウイ
フルーツ 蒸しパン

ミルク 全がゆ 豆腐と大
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 キウイフルーツ

ミルク 五分がゆ 豆腐と
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 くだもの

牛乳 ごはん かに豆腐汁
ピーマンの細切り炒め え
びマヨネーズ パイン缶 牛
乳 ツナパン

ごはん 豆腐のだし汁 鶏 ミルク 全がゆ 豆腐のだし
ささみのやわらか煮 人参 汁 鶏ささみのやわらか煮
と春雨のあえもの くだもの 人参のとろとろ煮 くだもの
ホットケーキ

牛乳 ごはん キャベツとえ
のきのみそ汁 さばの塩焼
き 筑前煮 りんご 牛乳
さつまいもスティック

ミルク 全がゆ キャベツの
だし汁 白身魚のとろとろ
煮 人参のやわらか煮 り
んご

ミルク 五分がゆ キャベツ
のだし汁 白身魚のとろと
ろ煮 人参のやわらか煮
りんご

ミルク 全がゆ じゃが芋と
玉ねぎのだし汁 豆腐のと
ろとろ煮 ほうれん草のや
わらか煮 バナナ

ミルク 五分がゆ じゃが芋
と玉ねぎのだし汁 豆腐の
とろとろ煮 ほうれん草の
やわらか煮 バナナ

ミルク パンがゆ キャベツ
のだし汁 鶏団子のやわら
か煮 白菜のとろとろ煮 く
だもの

ミルク パンがゆ キャベツ
のだし汁 豆腐のやわらか
煮 白菜のとろとろ煮 くだ
もの

ミルク 全がゆ 野菜のだし
汁 白身魚のやわらか煮
きゅうりのあえもの キウイ
フルーツ

ミルク 五分がゆ 野菜の
だし汁 白身魚のやわらか
煮 きゅうりのあえもの く
だもの

ごはん 白菜のそぼろあん ミルク 全がゆ 白菜のそ ミルク 五分がゆ 豆腐と
かけ たまごスープ くだも ぼろあんかけ 人参のだし 白菜のとろとおろ煮 人参
の ジャムサンド
汁 くだもの
のだし汁 くだもの

５日
６月

７火

８水

９木

ごはん キャベツとえのき
のみそ汁 白身魚のとろと
ろ煮 ごぼうと人参のやわ
らか煮 りんご さつまいも
の甘煮
牛乳 ごはん じゃが芋と ごはん じゃが芋と玉ねぎ
玉ねぎのみそ汁 厚揚げ のみそ汁 豆腐のみそ煮
のみそ炒め ほうれん草の ほうれん草のあえもの バ
サラダ バナナ 牛乳 フ ナナ くだもの
ルーツゼリー
牛乳 食パン マカロニ
食パン マカロニスープ 鶏
スープ ナゲット 白菜とハ 団子のやわらか煮 白菜
ムのサラダ みかん缶 牛 のあえもの くだもの おに
乳 焼きおにぎり
ぎり

牛乳 ごはん どさんこ汁
赤魚とごぼうの煮つけ
１０金 きゅうりの酢の物 キウイフ
ルーツ 牛乳 ホットケーキ

ごはん 野菜のみそ汁 白
身魚のやわらか煮 きゅう
りのあえもの キウイフ
ルーツ ホットケーキ

牛乳 豆乳ココア ホワイト ごはん ミルクシチュー
シチューライス コールス キャベツのあえもの オレ
１１土 ローサラダ オレンジ 牛乳 ンジ ジャムサンド
ハムサンド

ミルク 五分がゆ 豆腐の
だし汁 鶏ささみのやわら
か煮 人参のとろとろ煮 く
だもの

ミルク 全がゆ ミルクシ
ミルク 五分がゆ ミルクシ
チュー キャベツのとろとろ チュー キャベツのとろとろ
煮 オレンジ
煮 オレンジ

１２日
牛乳 ごはん 大根となめ
このみそ汁 豆腐じゃが コ
１３月 ロコロサラダ りんご 牛乳
いちごミルクゼリー
牛乳 ごはん けんちん汁
さけの香りみそ焼き ひじ
１４火 きと大豆の炒り煮 もも缶
牛乳 おやつ焼きそば

ごはん 大根となめこのみ
そ汁 豆腐とじゃが芋の煮
物 枝豆と人参のあえもの
りんご くだもの
ごはん けんちん汁 さけ
のみそ煮 ひじきと大豆の
煮物 くだもの 焼うどん風

ミルク 全がゆ 大根のだし
汁 豆腐とじゃが芋のとろと
ろ煮 枝豆と人参のやわら
か煮 りんご
ミルク 全がゆ 豆腐と大
根のだし汁 さけのとろとろ
煮 人参と大豆のやわらか
煮 くだもの

ミルク 五分がゆ 大根の
だし汁 豆腐とじゃが芋の
とろとろ煮 枝豆と人参の
やわらか煮 りんご
ミルク 全がゆ 豆腐と大
根のだし汁 白身魚のとろ
とろ煮 人参と大豆のやわ
らか煮 くだもの

日付

完了期

後期

中期

初期

牛乳 ほうれん草とチーズ
のカレーライス きゅうりと
１５水 コーンのサラダ イチゴヨー
グルト 牛乳 フルーツ白
玉
牛乳 食パン ポテトスープ
鶏肉のピカタ ブロッコリー
１６木 のマヨネーズあえ オレン
ジ 牛乳 怪獣ドーナツ

ごはん ほうれん草のミル ミルク 全がゆ ほうれん草 ミルク 五分がゆ ほうれん
クシチュー きゅうりとコー のミルクシチュー きゅうり 草のミルクシチュー きゅう
ンのあえもの イチゴヨーグ のとろとろ煮 ヨーグルト
りのとろとろ煮 くだもの
ルト きなこおにぎり
食パン じゃが芋のスープ
鶏ささみのピカタ ブロッコ
リーのあえもの オレンジ
ホットケーキ

ミルク パンがゆ じゃが芋
のだし汁 鶏ささみのやわ
らか煮 ブロッコリーのとろ
とろ煮 オレンジ

ミルク パンがゆ じゃが芋
のだし汁 豆腐のやわらか
煮 ブロッコリーのとろとろ
煮 オレンジ

牛乳 ごはん 豚汁 白身
魚のトマトソース煮 小松
１７金 菜のおかかあえ バナナ
牛乳 豆腐ガトーショコラ

ごはん 野菜のみそ汁 白
身魚のトマト煮 小松菜の
おかかあえ バナナ ホット
ケーキ

ミルク 全がゆ 豆腐とじゃ
が芋のだし汁 白身魚のと
ろとろ煮 小松菜のやわら
か煮 バナナ

ミルク 五分がゆ 豆腐と
じゃが芋のだし汁 白身魚
のとろとろ煮 小松菜のや
わらか煮 バナナ

牛乳 豆乳ココア 三色ど
んぶり もやしとわかめの
１８土 みそ汁 キウイフルーツ
牛乳 じゃこトースト

三色ごはん もやしとわか ミルク 全がゆ もやしのだ ミルク 五分がゆ もやしの
めのみそ汁 キウイフルー し汁 鶏団子とほうれん草 だし汁 鶏団子とほうれん
ツ じゃこトースト風
のとろとろ煮 キウイフルー 草のとろとろ煮 くだもの
ツ

１９日
牛乳 ごはん はるさめ
スープ シュウマイ ほうれ
２０月 ん草のナムル もも缶 牛
乳 パウンドケーキ

ごはん はるさめスープ
鶏ささみのやわらか煮 ほ
うれん草のあえもの くだも
の ホットケーキ

ミルク 全がゆ 大根のだし
汁 鶏ささみのやわらか煮
ほうれん草のとろとろ煮 く
だもの

ミルク 五分がゆ 大根の
だし汁 白身魚のやわらか
煮 ほうれん草のとろとろ
煮 くだもの

牛乳 ごはん 豆腐すまし
汁 さばのごま焼き 五目
２１火 野菜のみそ煮 バナナ 牛
乳 キャロットゼリー
牛乳 ちゃんぽんラーメン
２２水 きな粉ポテト 杏仁豆腐
牛乳 簡単ピザ
牛乳 食パン 白菜の豆乳
スープ パンプキンオムレ
２３木 ツ パスタサラダ りんご
牛乳 鮭チーズおにぎり

ごはん 豆腐すまし汁 白 ミルク 全がゆ 豆腐のだし ミルク 五分がゆ 豆腐の
身魚のやわらか煮 野菜 汁 白身魚のやわらか煮 だし汁 白身魚のやわらか
のみそ煮 バナナ くだもの 人参のとろとろ煮 バナナ 煮 人参のとろとろ煮 バナ
ナ
野菜うどん きな粉ポテト ミルク 野菜うどん さつま ミルク 野菜うどん さつま
くだもの ピザトースト風
芋のとろとろ煮 くだもの
芋のとろとろ煮 くだもの
食パン 白菜の豆乳スープ
風 パンプキンオムレツ
パスタのあえもの りんご
鮭チーズおにぎり

ミルク パンがゆ 白菜の
豆乳だし汁 かぼちゃの黄
身とじ キャベツのとろとろ
煮 りんご

ミルク パンがゆ 白菜の
豆乳だし汁 かぼちゃと白
身魚のやわらか煮 キャベ
ツのとろとろ煮 りんご

牛乳 ごはん なすとわか
めのみそ汁 はんぺんの
チーズサンドフライ キャベ
２４金 ツの胡麻マヨネーズあえ
オレンジ 牛乳 シュガーラ
スク
牛乳 豆乳ココア ハヤシ
２５土 ライス 野菜スープ パイン
缶 牛乳 ジャムサンド

ごはん なすとわかめのみ
そ汁 白身魚のパン粉焼き
キャベツのあえもの オレ
ンジ ジャムサンド

ミルク 全がゆ なすのだし
汁 白身魚のとろとろ煮
キャベツのやわらか煮 オ
レンジ

ミルク 五分がゆ なすの
だし汁 白身魚のとろとろ
煮 キャベツのやわらか煮
オレンジ

ごはん ミルクシチュー 野 ミルク 全がゆ ミルクシ
菜スープ くだもの ジャム チュー キャベツのだし汁
サンド
くだもの

ミルク 五分がゆ ミルクシ
チュー キャベツのだし汁
くだもの

ごはん 小松菜とえのきの
みそ汁 鶏団子と野菜のや
わらか煮 大根ときゅうりの
あえもの キウイフルーツ
くだもの
ごはん さつま汁 白身魚
のやわらか煮 はるさめと
もやしのソテー バナナ チ
ヂミ風
ごはん 白菜のみそ汁 鶏
ささみのパン粉焼き 切干
大根のあえもの りんご フ
ルーツヨーグルト

ミルク 全がゆ 小松菜の
だし汁 鶏団子と野菜のや
わらか煮 大根ときゅうりの
とろとろ煮 キウイフルーツ
ミルク 全がゆ さつま芋の
だし汁 白身魚のやわらか
煮 もやしのとろとろ煮 バ
ナナ
ミルク 全がゆ 白菜のだし
汁 鶏ささみのやわらか煮
きゅうりと人参のだし汁 り
んご

ミルク 五分がゆ 小松菜
のだし汁 白身魚と野菜の
やわらか煮 大根ときゅうり
のとろとろ煮 キウイフルー
ツ
ミルク 五分がゆ さつま芋
のだし汁 白身魚のやわら
か煮 もやしのとろとろ煮
バナナ
ミルク 五分がゆ 白菜の
だし汁 豆腐のやわらか煮
きゅうりと人参のだし汁 り
んご

食パン きのこのスープ
鶏団子のトマト煮 ゆで野
菜 オレンジ きな粉おにぎ
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 オレンジ

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
オレンジ

２６日
２７月

２８火

２９水

３０木

牛乳 ごはん 小松菜とえ
のきのみそ汁 豚肉のすき
焼き風煮物 大根とツナの
あえ物 キウイフルーツ
牛乳 豆乳ゼリー
牛乳 ごはん さつま汁 さ
んまの梅煮 はるさめとも
やしのソテー バナナ 牛
乳 チヂミ
牛乳 ごはん 白菜と厚揚
げのみそ汁 たれカツ 切
干大根のサラダ りんご
牛乳 お誕生会お楽しみお
やつ
牛乳 食パン きのこの
スープ ミートローフ ゆで
野菜 オレンジ 牛乳 きな
粉おはぎ

