
七飯ほんちょう

　　　　保育園
日付 完了期 後期 中期 初期

１火

牛乳  ごはん  五目みそ汁
白身魚のパン粉焼き  キャ
ベツと油揚げの炒め煮  り
んご  牛乳  小倉豆乳ゼ
リー

ごはん  野菜のみそ汁  白
身魚のパン粉焼き  キャベ
ツのやわらか煮  りんご  き
なこおにぎり

ミルク  全がゆ  大根と人
参のだし汁  白身魚とろと
ろ煮  キャベツのやわらか
煮  りんご

ミルク  五分がゆ  大根と
人参のだし汁  白身魚とろ
とろ煮  キャベツのやわら
か煮  りんご

２水

牛乳  ごはん  なすと玉ね
ぎのみそ汁  厚揚げのそぼ
ろ煮  白菜ののりあえ  キ
ウイフルーツ  牛乳  秋の
実りケーキ

ごはん  なすと玉ねぎのみ
そ汁  豆腐のそぼろ煮  白
菜ののりあえ  キウイフ
ルーツ  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  なすと玉ね
ぎのだし汁  豆腐のそぼろ
煮  白菜のとろとろ煮  キウ
イフルーツ

ミルク  五分がゆ  なすと玉
ねぎのだし汁  豆腐のそぼ
ろ煮  白菜のとろとろ煮  キ
ウイフルーツ

３木 〈文化の日〉

４金

牛乳  ごはん  おかず汁
赤魚の竜田揚げ  コロコロ
サラダ  もも缶  牛乳  さつ
ま芋蒸しパン

ごはん  おかず汁  白身魚
のやわらか煮  枝豆と人参
のあえもの  くだもの  さつ
ま芋蒸しパン

ミルク  全がゆ  豆腐となす
のだし汁  白身魚のやわら
か煮  枝豆と人参のとろと
ろ煮  くだもの

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  枝豆と人参のとろ
とろ煮  くだもの

５土
牛乳  豆乳ココア  プルコギ
丼  わかめスープ  バナナ
牛乳  フルーツサンド

ごはん  わかめスープ  鶏
ささみのとろとろ煮  バナナ
ジャムサンド

ミルク  全がゆ  キャベツの
だし汁  鶏ささみのとろとろ
煮  バナナ

ミルク  五分がゆ  キャベツ
のだし汁  豆腐のとろとろ
煮  バナナ

６日

７月

牛乳  ごはん  かぼちゃと
長ねぎのみそ汁  豚肉の
すき焼き風煮物  梅サラダ
りんご  牛乳  豆乳もち

ごはん  かぼちゃと長ねぎ
のみそ汁  鶏団子と野菜の
やわらか煮  切干大根のあ
えもの  りんご  きなこおに
ぎり

ミルク  全がゆ  かぼちゃの
だし汁  鶏団子と白菜のと
ろとろ煮  きゅうりのやわら
か煮  りんご

ミルク  五分がゆ  かぼちゃ
のだし汁  白身魚と白菜の
とろとろ煮  きゅうりのやわ
らか煮  りんご

８火

牛乳  ごはん  どさんこ汁
鮭の照り焼き  おからサラ
ダ  パイン缶  牛乳  人参
ドーナツ

ごはん  野菜のみそ汁  鮭
のやわらか煮  ブロッコ
リーのあえもの  くだもの
人参のホットケーキ

ミルク  全がゆ  じゃが芋の
だし汁  鮭のやわらか煮
ブロッコリーのとろとろ煮
くだもの

ミルク  五分がゆ  じゃが芋
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  くだもの

９水

牛乳  根菜和風カレー
きゅうりとコーンのサラダ
フルーツカクテル  牛乳  コ
コアラスク

ごはん  ミルクシチュー
きゅうりとコーンのあえもの
くだもの  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  くだもの

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  きゅうりのとろとろ
煮  くだもの

１０木

牛乳  食パン  野菜スープ
肉団子の揚げ煮  パスタサ
ラダ  フルーチェ  牛乳  焼
きいも  梨

食パン  野菜スープ  鶏団
子のやわらか煮  パスタの
あえもの  くだもの  さつま
芋の甘煮  なし

ミルク  パンがゆ  ほうれん
草のだし汁  鶏団子のやわ
らか煮  きゅうりとキャベツ
のとろとろ煮  くだもの

ミルク  パンがゆ  ほうれん
草のだし汁  豆腐のやわら
か煮  きゅうりとキャベツの
とろとろ煮  くだもの

１１金

牛乳  ごはん  キャベツと
油揚げのみそ汁  さばの塩
焼き  筑前煮  バナナ  牛
乳  かぼちゃカップケーキ

ごはん  キャベツのみそ汁
白身魚のやわらか煮  ごぼ
うと人参の煮物  バナナ
かぼちゃホットケーキ

ミルク  全がゆ  キャベツの
だし汁  白身魚のやわらか
煮  人参のとろとろ煮  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  人参のとろとろ煮
バナナ

１２土

牛乳  豆乳ココア  野菜そ
ぼろ丼  もやしとわかめの
みそ汁  オレンジ  牛乳  ご
まトースト

ごはん  もやしとわかめの
みそ汁  キャベツのそぼろ
あんかけ  オレンジ  ジャム
サンド

ミルク  全がゆ  もやしのだ
し汁  キャベツのそぼろあ
んかけ  オレンジ

ミルク  五分がゆ  もやしの
だし汁  豆腐とキャベツの
とろとろ煮  オレンジ

１３日

１４月

牛乳  ごはん  中華風コー
ンスープ  八宝菜  春雨サ
ラダ  キウイフルーツ  牛乳
バナナホットケーキ

ごはん  中華風コーンスー
プ風  鶏ささみと白菜のと
ろとろ煮  春雨のあえもの
キウイフルーツ  バナナ
ホットケーキ

ミルク  全がゆ  人参のだし
汁  鶏ささみと白菜のとろと
ろ煮  きゅうりともやしのや
わらか煮  キウイフルーツ

ミルク  五分がゆ  人参の
だし汁  豆腐と白菜のとろ
とろ煮  きゅうりともやしの
やわらか煮  キウイフルー
ツ



日付 完了期 後期 中期 初期

１５火

牛乳  ごはん  大根とえの
きのみそ汁  たらのケ
チャップあんかけ  小松菜
のおかかあえ  バナナ  牛
乳  ２色かんてん

ごはん  大根とえのきのみ
そ汁  白身魚のトマト煮  小
松菜のおかかあえ  バナナ
くだもの

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  白身魚のトマト煮  小
松菜のやわらか煮  バナナ

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  白身魚のトマト煮
小松菜のやわらか煮  バナ
ナ

１６水

牛乳  肉うどん  ジャーマン
ポテト  柿  牛乳  ミニアメリ
カンドッグ

野菜うどん  じゃが芋の炒
め物  柿  ホットケーキ

ミルク  野菜うどん  じゃが
芋のやわらか煮  柿

ミルク  野菜うどん  じゃが
芋のやわらか煮  柿

１７木

牛乳  食パン  豆乳スープ
ほうれん草のオムレツ  ゆ
で野菜  りんご  牛乳  鮭わ
かめおにぎり

食パン  豆乳スープ  ほう
れん草のオムレツ  ゆで野
菜  りんご  鮭わかめおに
ぎり

ミルク  パンがゆ  白菜の
豆乳だし汁  ほうれん草の
黄身とじ  キャベツのやわ
らか煮  りんご

ミルク  パンがゆ  白菜の
豆乳だし汁  豆腐とほうれ
ん草のとろとろ煮  キャベツ
のやわらか煮  りんご

１８金

牛乳  ごはん  そうめんみ
そ汁  鮭のごま焼き  白あ
え  みかん缶  牛乳  みた
らし団子

ごはん  そうめんみそ汁
鮭のやわらか煮  ほうれん
草の白あえ  くだもの  きな
こおにぎり

ミルク  全がゆ  チンゲン菜
のだし汁  鮭のやわらか煮
ほうれん草とろとろ煮  くだ
もの

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  ほうれん草とろとろ
煮  くだもの

１９土

牛乳  豆乳ココア  ハヤシ
ライス  マカロニスープ  い
ちごヨーグルト  牛乳  ジャ
ムサンド

ごはん  ミルクシチュー  マ
カロニスープ  いちごヨーグ
ルト  ジャムサンド

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  キャベツのだし汁
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
くだもの

２０日

２１月

牛乳  ごはん  玉ねぎと油
揚げのみそ汁  根菜と肉の
韓国風煮  キャベツの胡麻
マヨネーズあえ  オレンジ
牛乳  ツナパン

ごはん  玉ねぎのみそ汁
鶏ささ身と野菜のやわらか
煮  キャベツのあえもの  オ
レンジ  ホットケーキ

ミルク  全がゆ  玉ねぎの
だし汁  鶏ささ身と野菜の
やわらか煮  キャベツのと
ろとろ煮  オレンジ

ミルク  五分がゆ  玉ねぎ
のだし汁  豆腐と野菜のや
わらか煮  キャベツのとろと
ろ煮  オレンジ

２２火

牛乳  ごはん  豆腐旨煮椀
カレイとごぼうの煮つけ  ブ
ロッコリーのごまあえ  バナ
ナ  牛乳  オレンジゼリー

ごはん  豆腐旨煮椀  白身
魚のとろとろ煮  ブロッコ
リーのごまあえ  バナナ  く
だもの

ミルク  全がゆ  豆腐のだし
汁  白身魚のとろとろ煮  ブ
ロッコリーのやわらか煮
バナナ

ミルク  五分がゆ  豆腐の
だし汁  白身魚のとろとろ
煮  ブロッコリーのやわら
か煮  バナナ

２３水 〈勤労感謝の日〉

２４木

牛乳  食パン  野菜スープ
ナゲット  かぼちゃのサラダ
キウイフルーツ  牛乳  昆
布おにぎり

食パン  野菜スープ  鶏団
子のトマト煮  かぼちゃの
あえもの  キウイフルーツ
昆布おにぎり

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  鶏団子のトマト
煮  かぼちゃのとろとろ煮
キウイフルーツ

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  豆腐のトマト煮
かぼちゃのとろとろ煮  くだ
もの

２５金

牛乳  ごはん  けんちん汁
さばの西京焼き  きゅうりの
華風サラダ  洋なし缶  牛
乳  大学芋

ごはん  けんちん汁  白身
魚のみそ煮  きゅうりのあ
えもの  くだもの  さつま芋
の甘煮

ミルク  全がゆ  けんちん
汁  白身魚のとろとろ煮
きゅうりのやわらか煮  くだ
もの

ミルク  五分がゆ  けんち
ん汁  白身魚のとろとろ煮
きゅうりのやわらか煮  くだ
もの

２６土

牛乳  豆乳ココア  ホワイト
シチューライス  白菜とハ
ムのサラダ  りんご  牛乳
豆乳フレンチトースト

ごはん  ミルクシチュー  白
菜のあえもの  りんご  豆
乳フレンチトースト

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  白菜のとろとろ煮
りんご

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  白菜のとろとろ煮
りんご

２７日

２８月

牛乳  ごはん  切干大根と
人参のみそ汁  凍り豆腐の
ふわふわ煮  ほうれん草の
サラダ  オレンジ  牛乳  お
やつスパゲティー

ごはん  切干大根と人参の
みそ汁  豆腐の卵とじ  ほ
うれん草のあえもの  オレ
ンジ  おやつスパゲティー

ミルク  全がゆ  人参のだし
汁  豆腐の黄身とじ  ほう
れん草のとろとろ煮  オレ
ンジ

ミルク  五分がゆ  人参の
だし汁  豆腐のやわらか煮
ほうれん草のとろとろ煮
オレンジ

２９火

牛乳  ごはん  さつま汁  は
んぺんのチーズサンドフラ
イ  ひじきとキャベツのサラ
ダ  キウイフルーツ  牛乳
パンプキンプリン

ごはん  さつま汁  白身魚
のパン粉焼き  ひじきと
キャベツのあえもの  キウ
イフルーツ  かぼちゃのき
んとん

ミルク  全がゆ  さつま芋の
だし汁  白身魚のとろとろ
煮  キャベツのやわらか煮
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  キャベツのやわらか
煮  くだもの

３０水

牛乳  ごはん  白菜と厚揚
げのみそ汁  豚肉と野菜の
ごま炒め  いんげんのツナ
あえ  バナナ  牛乳  お誕
生会お楽しみおやつ

ごはん  白菜のみそ汁  鶏
団子のやわらか煮  人参
のあえもの  バナナ  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
人参のとろとろ煮  バナナ

ミルク  五分がゆ  白菜の
だし汁  豆腐のやわらか煮
人参のとろとろ煮  バナナ


