
七飯ほんちょう

　　　　保育園
日付 完了期 後期 中期 初期

１水

牛乳  ごはん  なすと玉ね
ぎのみそ汁  レバーと芋の
甘辛焼き  キャベツとほう
れんそうの磯和え  りんご
牛乳  ツナパン

ごはん  なすと玉ねぎのみ
そ汁  鶏ささ身とじゃが芋の
トマト煮  キャベツとほうれ
んそうの磯和え  りんご
ホットケーキ

ミルク  全がゆ  なすと玉ね
ぎのだし汁  鶏ささ身とじゃ
が芋のトマト煮  キャベツと
ほうれんそうのとろとろ煮
りんご

ミルク  五分がゆ  なすと玉
ねぎのだし汁  豆腐とじゃ
が芋のトマト煮  キャベツと
ほうれんそうのとろとろ煮
りんご

２木

牛乳  食パン  ミルクスープ
白身魚のムニエル  野菜炒
め  バナナ  牛乳  昆布お
にぎり

食パン  ミルクスープ  白身
魚のとろとろ煮  キャベツの
やわらか煮  バナナ  おに
ぎり

ミルク  パンがゆ  玉ねぎの
だし汁  白身魚のとろとろ
煮  キャベツのやわらか煮
バナナ

ミルク  パンがゆ  玉ねぎの
だし汁  白身魚のとろとろ
煮  キャベツのやわらか煮
バナナ

３金

牛乳  炊き込み寿司  そう
めん汁  えびフライ  ウイン
ナー  ブロッコリーのマヨ
ネーズあえ  いちご  牛乳
牛乳フルーツ寒天

野菜のまぜごはん  そうめ
ん汁  白身魚のパン粉焼き
ブロッコリーのあえもの  い
ちご  くだもの

ミルク  全がゆ  そうめんの
だし汁  白身魚のとろとろ
煮  ブロッコリーのやわらか
煮  いちご

ミルク  五分がゆ  そうめん
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  いちご

４土

牛乳  豆乳ココア  親子丼
もやしと油揚げのみそ汁
オレンジ  牛乳  チョコっと
フレンチ

ごはん  鶏そぼろの卵とじ
もやしのみそ汁  オレンジ
フレンチトースト

ミルク  全がゆ  鶏そぼろの
黄身とじ  もやしのだし汁
オレンジ

ミルク  五分がゆ  豆腐のと
ろとろ煮  もやしのだし汁
オレンジ

５日

６月

牛乳  ごはん  じゃが芋とき
ぬさやのみそ汁  大豆の天
ぷら  白菜のじゃこドレッシ
ング  キウイフルーツ  牛乳
フルーツゼリー

ごはん  じゃが芋ときぬさや
のみそ汁  大豆と玉ねぎの
やわらか煮  白菜のじゃこ
あえ  キウイフルーツ  くだ
もの

ミルク  全がゆ  じゃが芋の
だし汁  大豆と玉ねぎのや
わらか煮  白菜のとろとろ
煮  キウイフルーツ

ミルク  五分がゆ  じゃが芋
のだし汁  大豆と玉ねぎの
やわらか煮  白菜のとろと
ろ煮  くだもの

７火

牛乳  ごはん  五目みそ汁
赤魚とごぼうの煮つけ
きゅうりの酢の物  洋なし缶
牛乳  さつまいもスティック

ごはん  五目みそ汁  白身
魚のやわらか煮  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  野菜のだし
汁  白身魚のやわらか煮
きゅうりのとろとろ煮  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
きゅうりのとろとろ煮  くだも
の

８水

牛乳  ごはん  大根とえの
きのみそ汁  厚揚げのそぼ
ろ煮  小松菜のおかかあえ
みかん  牛乳  コーン蒸し
パン

ごはん  大根とえのきのみ
そ汁  豆腐のそぼろあんか
け  小松菜のおかかあえ
みかん  蒸しパン

ミルク  全がゆ  大根のだし
汁  豆腐のそぼろあんかけ
小松菜のやわらか煮  みか
ん

ミルク  五分がゆ  大根の
だし汁  豆腐のとろとろ煮
小松菜のやわらか煮  みか
ん

９木

牛乳  食パン  きのこスー
プ  さけのコーンマヨ焼き
ゆで野菜  りんご  牛乳  簡
単ピザ

食パン  きのこのスープ  さ
けのやわらか煮  ゆで野菜
りんご  ピザトースト風

ミルク  パンがゆ  玉ねぎの
だし汁  さけのやわらか煮
キャベツとブロッコリーのと
ろとろ煮  りんご

ミルク  パンがゆ  玉ねぎの
だし汁  白身魚のやわらか
煮  キャベツとブロッコリー
のとろとろ煮  りんご

１０金

牛乳  おにぎり  豚汁  鶏の
から揚げ  フライドポテト
ブロッコリーのミモザサラダ
バナナ  牛乳  フルーツサ
ンド

おにぎり  野菜のみそ汁
鶏ささ身のやわらか煮
じゃが芋の粉ふき  ブロッコ
リーのあえもの  バナナ
ジャムサンド

ミルク  全がゆ  野菜のだし
汁  鶏ささ身のやわらか煮
じゃが芋のとろとろ煮  ブ
ロッコリーのやわらか煮
バナナ

ミルク  五分がゆ  野菜の
だし汁  豆腐のとろとろ煮
じゃが芋のとろとろ煮  ブ
ロッコリーのやわらか煮
バナナ

１１土

牛乳  豆乳ココア  中華丼
わかめスープ  フルーツカ
クテル  牛乳  チーズラスク

ごはん  白菜と鶏ささみの
とろとろ煮  わかめスープ
くだもの  チーズトースト風

ミルク  全がゆ  白菜と鶏さ
さみのとろとろ煮  キャベツ
の大汁  くだもの

ミルク  五分がゆ  白菜と白
身魚のとろとろ煮  キャベツ
の大汁  くだもの

１２日

１３月

牛乳  ごはん  中華風コー
ンスープ  ひき肉の春巻き
春雨サラダ  オレンジ  牛
乳  栗のケーキ

ごはん  中華風コーンスー
プ  鶏団子のやわらか煮
春雨あえもの  オレンジ
ホットケーキ

ミルク  全がゆ  人参のだし
汁  鶏団子のやわらか煮
きゅうりともやしのとろとろ
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
きゅうりともやしのとろとろ
煮  オレンジ

１４火

牛乳  ごはん  おかず汁  さ
ばの塩焼き  きんぴらごぼ
う  バナナ  牛乳  ホット
ケーキ

ごはん  おかず汁  白身魚
のとろとろ煮  ごぼうと人参
のやわらか煮  バナナ
ホットケーキ

ミルク  全がゆ  豆腐となす
のだし汁  白身魚のとろと
ろ煮  人参のやわらか煮
バナナ

ミルク  五分がゆ  豆腐とな
すのだし汁  白身魚のとろ
とろ煮  人参のやわらか煮
バナナ



日付 完了期 後期 中期 初期

１５水

牛乳  バターチキンカレー
きゅうりとコーンのサラダ
フルーチェ  牛乳  お誕生
会お楽しみおやつ

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  きな粉おにぎり

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  きゅうりとコーンの
あえもの  くだもの

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  きゅうりとコーンの
あえもの  くだもの

１６木

牛乳  食パン  白菜の豆乳
スープ  ナゲット  パスタサ
ラダ  オレンジ  牛乳  ごま
みそ焼きおにぎり

食パン  白菜の豆乳スープ
鶏団子のトマト煮  パスタ
のあえもの  オレンジ  おか
かおにぎり

ミルク  パンがゆ  白菜の
豆乳風汁  鶏団子のトマト
煮  キャベツときゅうりのと
ろとろ煮  オレンジ

ミルク  パンがゆ  白菜の
豆乳風汁  豆腐のトマト煮
キャベツときゅうりのとろと
ろ煮  オレンジ

１７金

牛乳  ごはん  かぼちゃと
長ねぎのみそ汁  白身魚の
きのこ煮  ほうれん草のナ
ムル  もも缶  牛乳  パイ
ナップルゼリー

ごはん  かぼちゃと長ねぎ
のみそ汁  白身魚のきのこ
煮  ほうれん草のあえもの
くだもの  くだもの

ミルク  全がゆ  かぼちゃの
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

ミルク  五分がゆ  かぼちゃ
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

１８土

牛乳  豆乳ココア  みそ炒
め丼  豆腐すまし汁  りんご
牛乳  メロンパン

ごはん  鶏ささみのみそ煮
豆腐すまし汁  りんご  ジャ
ムサンド

ミルク  全がゆ  鶏ささみの
とろとろ煮  豆腐のだし汁
りんご

ミルク  五分がゆ  白身魚
のとろとろ煮  豆腐のだし
汁  りんご

１９日

２０月

牛乳  ごはん  白菜と油揚
げのみそ汁  厚焼き卵  筑
前煮  キウイフルーツ  牛
乳  あげいも

ごはん  白菜のみそ汁  厚
焼き卵  ごぼうと人参の煮
物  キウイフルーツ  ホット
ケーキ

ミルク  全がゆ  白菜のだし
汁  鶏ささ身の黄身とじ  人
参のとろとろ煮  キウイフ
ルーツ

ミルク  五分がゆ  白菜の
だし汁  白身魚のやわらか
煮  人参のとろとろ煮  くだ
もの

２１火 〈春分の日〉

２２水

牛乳  しょうゆラーメン  ほう
れん草のサラダ  パイン缶
牛乳  ココアプリン

野菜うどん  ほうれん草の
あえもの  くだもの  くだも
の

ミルク  野菜うどん  ほうれ
ん草のやわらか煮  くだも
の

ミルク  野菜うどん  ほうれ
ん草のやわらか煮  くだも
の

２３木

牛乳  食パン  野菜スープ
肉団子の揚げ煮  マセドア
ンサラダ  みかん  牛乳  お
はぎ

食パン  野菜スープ  鶏団
子のやわらか煮  じゃがい
ものあえもの  みかん  きな
こおにぎり

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  じゃがいものとろと
ろ煮  みかん

ミルク  パンがゆ  ほうれん
草のだし汁  豆腐のやわら
か煮  じゃがいものとろとろ
煮  みかん

２４金

牛乳  ごはん  玉ねぎとわ
かめのみそ汁  鮭の照り焼
き  切干大根ともやしの炒
め物  バナナ  牛乳  オレン
ジムース

ごはん  玉ねぎとわかめの
みそ汁  鮭の照り焼き風
切干大根ともやしのやわら
か煮  バナナ  ヨーグルト

ミルク  全がゆ  玉ねぎの
だし汁  鮭のとろとろ煮  切
干大根ともやしのやわらか
煮  バナナ

ミルク  五分がゆ  玉ねぎ
のだし汁  白身魚のとろと
ろ煮  切干大根ともやしの
やわらか煮  バナナ

２５土

牛乳  豆乳ココア  ハヤシラ
イス  白菜とハムのサラダ
ブルーベリーヨーグルト  牛
乳  ごまトースト

ごはん  ミルクシチュー  白
菜のあえもの  ヨーグルト
ごまトースト風

ミルク  全がゆ  ミルクシ
チュー  白菜のとろとろ煮
くだもの

ミルク  五分がゆ  ミルクシ
チュー  白菜のとろとろ煮
くだもの

２６日

２７月

牛乳  ごはん  チンゲン菜と
もやしのみそ汁  カレー肉
じゃが  コロコロサラダ  り
んご  牛乳  かぼちゃドーナ
ツ

ごはん  チンゲン菜ともやし
のみそ汁  じゃが芋のそぼ
ろ煮  枝豆と人参のあえも
の  りんご  かぼちゃホット
ケーキ

ミルク  全がゆ  チンゲン菜
ともやしのだし汁  じゃが芋
のそぼろ煮  枝豆と人参の
やわらか煮  りんご

ミルク  五分がゆ  チンゲン
菜ともやしのだし汁  じゃが
芋のそぼろ煮  枝豆と人参
のやわらか煮  りんご

２８火

牛乳  ごはん  小松菜と玉
ねぎのみそ汁  さばのごま
焼き  五目野菜のみそ煮
オレンジ  牛乳  豆腐団子

ごはん  小松菜と玉ねぎの
みそ汁  白身魚のとろとろ
煮  ごぼうと人参のみそ煮
オレンジ  きなこおにぎり

ミルク  全がゆ  小松菜と玉
ねぎのだし汁  白身魚のと
ろとろ煮  ごぼうと人参のや
わらか煮  オレンジ

ミルク  五分がゆ  小松菜と
玉ねぎのだし汁  白身魚の
とろとろ煮  ごぼうと人参の
やわらか煮  オレンジ

２９水

牛乳  ごはん  かに豆腐汁
酢鶏  シュウマイ  杏仁豆
腐  牛乳  チヂミ

ごはん  かに豆腐汁  野菜
とじゃが芋のトマト煮  鶏団
子のやわらか煮  くだもの
チヂミ風

ミルク  全がゆ  豆腐のだし
汁  野菜とじゃが芋のトマト
煮  鶏団子のやわらか煮
くだもの

ミルク  五分がゆ  豆腐の
だし汁  野菜とじゃが芋のト
マト煮  白身魚のやわらか
煮  くだもの

３０木

牛乳  食パン  マカロニスー
プ  パンプキンオムレツ
キャベツのツナマヨネーズ
あえ  もも缶  牛乳  牛乳
わかめおにぎり

食パン  マカロニスープ  パ
ンプキンオムレツ  キャベツ
のあえもの  くだもの  わか
めおにぎり

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  かぼちゃの黄身
とじ  きゅうりのとろとろ煮
くだもの

ミルク  パンがゆ  キャベツ
のだし汁  かぼちゃと豆腐
のやわらか煮  きゅうりのと
ろとろ煮  くだもの

３１金

牛乳  ごはん  さつま汁  た
らの磯辺焼き  きゅうりの華
風サラダ  キウイフルーツ
牛乳  バナナスティックパン

ごはん  さつま汁  白身魚
の磯辺焼き  きゅうりのあえ
もの  キウイフルーツ  バナ
ナホットケーキ

ミルク  全がゆ  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
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  きゅうりのとろとろ煮
くだもの


