
七飯ほんちょう

　　　　保育園
日付 完了期 後期 中期 初期

１金

牛乳  ごはん  けんちん汁
さけの西京焼き  キャベツ
とさつま揚げの炒め煮  洋
なし缶  牛乳  おから蒸し
パン

ごはん  けんちん汁  さけ
のみそ煮  キャベツのやわ
らか煮  くだもの  おから蒸
しパン

ミルク  全がゆ  野菜と豆
腐のだし汁  さけのとろとろ
煮  キャベツのやわらか煮
くだもの

ミルク  五分がゆ  野菜と
豆腐のだし汁  白身魚のと
ろとろ煮  キャベツのやわ
らか煮  くだもの

２土

牛乳  豆乳ココア  カレーラ
イス  マカロニスープ  フ
ルーツヨーグルト  牛乳
じゃこトースト

ごはん  ミルクシチュー  マ
カロニスープ  バナナヨー
グルト  じゃこトースト風

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  キャベツのだし汁
バナナヨーグルト

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  キャベツのだし汁
バナナ

３日

４月

牛乳  ごはん  大根となめ
このみそ汁  レバーと芋の
甘辛焼き  小松菜のサラダ
キウイフルーツ  牛乳  さつ
ま芋のようかん

ごはん  大根となめこのみ
そ汁  鶏団子とじゃが芋の
トマト煮  小松菜のあえも
の  キウイフルーツ  さつま
芋の甘煮

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  鶏団子とじゃが芋のと
ろとろ煮  小松菜のやわら
か煮  キウイフルーツ

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  小松菜のやわ
らか煮  くだもの

５火

牛乳  ごはん  五目みそ汁
白身魚のカリカリフライ  白
菜のおかか和え  りんご
牛乳  バナナハードケーキ

ごはん  五目みそ汁  白身
魚のパン粉焼き  白菜のお
かか和え  りんご  バナナ
ホットケーキ

ミルク  全がゆ  豆腐と大
根のだし汁  白身魚のやわ
らか煮  白菜のとろとろ煮
りんご

ミルク  五分がゆ  豆腐と
大根のだし汁  白身魚のや
わらか煮  白菜のとろとろ
煮  りんご

６水

牛乳  ごはん  かぼちゃと
長ねぎのみそ汁  ぎせい豆
腐  ほうれん草のサラダ
みかん缶  牛乳  ココアホッ
トケーキ

ごはん  かぼちゃと長ねぎ
のみそ汁  豆腐と野菜の卵
とじ  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  かぼちゃの
だし汁  豆腐と野菜の黄身
とじ  ほうれん草のとろとろ
煮  くだもの

ミルク  五分がゆ  かぼちゃ
のだし汁  豆腐のやわらか
煮  ほうれん草のとろとろ
煮  くだもの

７木

牛乳  七夕そうめん  ちくわ
の二色焼き  バナナ  牛乳
七夕キラキラゼリー

そうめん  白身魚のやわら
か煮  バナナ  くだもの

ミルク  そうめん  白身魚の
やわらか煮  バナナ  くだも
の

ミルク  野菜うどん  白身魚
のやわらか煮  バナナ  く
だもの

８金

牛乳  ごはん  おかず汁
赤魚とごぼうの煮つけ
きゅうりとチーズの酢の物
オレンジ  牛乳  白玉団子
（あずき）

ごはん  おかず汁  白身魚
のやわらか煮  きゅうりの
あえもの  オレンジ  きなこ
おにぎり

ミルク  全がゆ  豆腐となす
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  豆腐とな
すのだし汁  白身魚のやわ
らか煮  きゅうりのとろとろ
煮  オレンジ

９土

牛乳  豆乳ココア  豚すき
丼  もやしと油揚げのみそ
汁  もも缶  牛乳  きな粉ラ
スク

ごはん  鶏ささみと野菜の
やわらか煮  もやしのみそ
汁  くだもの  きな粉トース
ト

ミルク  全がゆ  鶏ささみと
野菜のやわらか煮  もやし
のだし汁  くだもの

ミルク  五分がゆ  豆腐と
野菜のやわらか煮  もやし
のだし汁  くだもの

１０日

１１月

牛乳  ごはん  玉ねぎとわ
かめのみそ汁  大豆の天
ぷら  ほうれん草のツナ和
え  りんご  麦茶  牛乳寒天

ごはん  玉ねぎとわかめの
みそ汁  大豆と玉ねぎのや
わらか煮  ほうれん草のあ
えもの  りんご  くだもの

ミルク  全がゆ  玉ねぎの
だし汁  大豆と玉ねぎのや
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  玉ねぎ
のだし汁  大豆と玉ねぎの
やわらか煮  ほうれん草の
とろとろ煮  りんご

１２火

牛乳  ごはん  なすと玉ね
ぎのみそ汁  さばの照り焼
き  きゅうりの華風サラダ
バナナ  牛乳  チーズカップ
ケーキ

ごはん  なすと玉ねぎのみ
そ汁  白身魚のやわらか煮
きゅうりのあえもの  バナナ
チーズホットケーキ

ミルク  全がゆ  なすと玉ね
ぎのだし汁  白身魚のやわ
らか煮  きゅうりのとろとろ
煮  バナナ

ミルク  五分がゆ  なすと玉
ねぎのだし汁  白身魚のや
わらか煮  きゅうりのとろと
ろ煮  バナナ

１３水

牛乳  ごはん  中華風コー
ンスープ  八宝菜  春雨サ
ラダ  パイン缶  牛乳  豆乳
もち

ごはん  コーンスープ  野
菜のそぼろあんかけ  春雨
のあえもの  くだもの  きな
こおにぎり

ミルク  全がゆ  人参のだし
汁  野菜のそぼろあんかけ
もやしときゅうりのとろとろ
煮  くだもの

ミルク  五分がゆ  人参の
だし汁  豆腐と野菜のやわ
らか煮  もやしときゅうりの
とろとろ煮  くだもの

１４木

牛乳  食パン  野菜スープ
肉コーンコロッケ  ブロッコ
リーの三色サラダ  オレン
ジ  牛乳  じゃこごまおにぎ
り

食パン  野菜スープ  じゃ
が芋のパン粉焼き  ブロッ
コリーのあえもの  オレンジ
じゃこおにぎり

ミルク  パンがゆ  ほうれん
草のだし汁  鶏団子とじゃ
が芋のやわらか煮  ブロッ
コリーのとろとろ煮  オレン
ジ

ミルク  パンがゆ  ほうれん
草のだし汁  白身魚とじゃ
が芋のやわらか煮  ブロッ
コリーのとろとろ煮  オレン
ジ



日付 完了期 後期 中期 初期

１５金

牛乳  ごはん  五目汁  鮭
のみそマヨネーズ焼き  切
干大根の旨煮  すいか  牛
乳  お好み焼き

ごはん  五目汁  鮭のやわ
らか煮  切干大根の煮物
すいか  キャベツのお好み
焼風

ミルク  全がゆ  豆腐と大
根のだし汁  鮭のやわらか
煮  人参のとろとろ煮  すい
か

ミルク  五分がゆ  豆腐と
大根のだし汁  白身魚のや
わらか煮  人参のとろとろ
煮  すいか

１６土

１７日

１８月 〈海の日〉

１９火

牛乳  ごはん  さつま芋と
大根のみそ汁  カレイの五
目あんかけ  納豆あえ  キ
ウイフルーツ  牛乳  スイー
トポテト

ごはん  さつま芋と大根の
みそ汁  白身魚の野菜あ
んかけ  納豆あえ  キウイ
フルーツ  さつま芋の甘煮

ミルク  全がゆ  さつま芋の
だし汁  白身魚のとろとろ
煮  小松菜のやわらか煮
キウイフルーツ

ミルク  五分がゆ  さつま芋
のだし汁  白身魚のとろと
ろ煮  小松菜のやわらか煮
くだもの

２０水

牛乳  バターチキンカレー
白菜とハムのサラダ  みか
んヨーグルト  牛乳  チョ
コっとフレンチ

ごはん  ミルクシチュー  白
菜のあえもの  ヨーグルト
フレンチトースト

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  白菜のとろとろ煮
ヨーグルト

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  白菜のとろとろ煮
ヨーグルト

２１木

牛乳  食パン  きのこ豆乳
スープ  ポークチャップ  マ
セドアンサラダ  りんご  牛
乳  ババロアいちご

食パン  きのこ豆乳スープ
鶏ささみのトマト煮  じゃが
芋のあえもの  りんご  くだ
もの

ミルク  パンがゆ  玉ねぎ
の豆乳だし汁風  鶏ささみ
のトマト煮  じゃが芋のとろ
とろ煮  りんご

ミルク  パンがゆ  玉ねぎ
の豆乳だし汁風  白身魚の
トマト煮  じゃが芋のとろと
ろ煮  りんご

２２金

牛乳  ごはん  豆腐旨煮椀
さばと玉ねぎのみそ煮  ひ
じきとほうれん草のサラダ
オレンジ  牛乳  パウンド
ケーキ

ごはん  豆腐旨煮椀  白身
魚と玉ねぎのみそ煮  ほう
れん草のあえもの  オレン
ジ  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  豆腐のだし
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  オレンジ

ミルク  五分がゆ  豆腐の
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  オレンジ

２３土

牛乳  豆乳ココア  マー
ボー豆腐丼  わかめスープ
バナナ  牛乳  ジャムサンド

ごはん  豆腐のそぼろあん
かけ  わかめスープ  バナ
ナ  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  バナナ

ミルク  五分がゆ  豆腐の
とろとろ煮  キャベツのだし
汁  バナナ

２４日

２５月

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  洋な
し缶  牛乳  ツナパン

ごはん  白菜のみそ汁
じゃが芋のそぼろ煮  ごぼ
うとコーンのあえもの  くだ
もの  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  白菜のだし
汁  じゃが芋のそぼろ煮
人参とコーンのやわらか煮
くだもの

ミルク  五分がゆ  白菜の
だし汁  じゃが芋と豆腐の
とろとろ煮  人参とコーンの
やわらか煮  くだもの

２６火

牛乳  ごはん  豚汁  さけの
フライ  キャベツの胡麻マヨ
ネーズあえ  キウイフルー
ツ  牛乳  芋もち

ごはん  野菜のみそ汁  さ
けのパン粉焼き  キャベツ
のあえもの  キウイフルー
ツ  じゃが芋のおやき

ミルク  全がゆ  野菜のだし
汁  さけのやわらか煮
キャベツのとろとろ煮  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  キャベツのとろとろ煮
くだもの

２７水

牛乳  鮭おにぎり  冷やし
中華  ワンタンスープ  メロ
ン  牛乳 お誕生会お楽し
みおやつ

鮭おにぎり  野菜うどん  チ
ンゲン菜のだし汁  メロン
くだもの

ミルク  野菜うどん  チンゲ
ン菜のだし汁  メロン

ミルク  野菜うどん  チンゲ
ン菜のだし汁  メロン

２８木

牛乳  食パン  コーンスー
プ  ベーコンオムレツ  かぼ
ちゃサラダ  オレンジ  牛乳
わかめおにぎり

食パン  コーンスープ  オム
レツ  かぼちゃのあえもの
オレンジ  わかめおにぎり

ミルク  パンがゆ  玉ねぎ
のだし汁  玉ねぎの黄身と
じ  かぼちゃのやわらか煮
オレンジ

ミルク  パンがゆ  玉ねぎ
のだし汁  白身魚のとろと
ろ煮  かぼちゃのやわらか
煮  オレンジ

２９金

牛乳  ごはん  キャベツとえ
のきのみそ汁  たらの香り
焼き  じゃが芋のきんぴら
バナナ  牛乳  チーズボー
ル

ごはん  キャベツとえのき
のみそ汁  白身魚のやわら
か煮  じゃが芋きんぴら風
バナナ  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  キャベツの
だし汁  白身魚のやわらか
煮  じゃが芋やわらか煮
バナナ

ミルク  五分がゆ  キャベツ
のだし汁  白身魚のやわら
か煮  じゃが芋やわらか煮
バナナ

３０土

牛乳  豆乳ココア  ハヤシ
ライス  きゅうりとコーンの
サラダ  りんご  牛乳  おや
つホットドッグ

ごはん  ミルクシチュー
きゅうりのあえもの  りんご
ジャムサンド

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  きゅうりのとろとろ
煮  りんご

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  きゅうりのとろとろ
煮  りんご

３１日


