
持子保育園

日 曜日 献   　　立 主　な　食　材 お　や　つ 日 曜日 献　　　立 主　な　食　材 お　や　つ

鰆の味噌焼き 鰆 親子丼 鶏肉　卵　玉葱　人参　しめじ

肉じゃが 牛肉　じゃが芋　人参　玉葱 いんげん
いんげん　糸こんにゃく 味噌汁 うす揚げ　なす　南瓜　キャベツ

中華スープ うす揚げ　なす　チンゲン菜 大根　ワカメ
しめじ　南瓜　ワカメ フルーツ りんご

カレーライス 牛肉　人参　玉葱　じゃが芋 豚の生姜焼き 豚肉　玉葱　いんげん　キャベツ

金平ごぼう 牛肉　ごぼう　人参　エリンギ　 

清汁 うす揚げ　大根　えのき　南瓜 れんこん　
キャベツ　なす 中華スープ 絹厚揚げ　チンゲン菜　ワカメ

フルーツ オレンジ 筍　えのき
パン ワッサンデニッシュ

カレイの照り焼き カレイ グラタン 鶏挽肉　玉葱　ブロッコリー　
マカロニサラダ マカロニ　ハム　人参　胡瓜 マッシュルーム　マカロニ

玉葱　コーン チンゲン菜の炒め物 ホタテ　チンゲン菜　人参　筍　白菜

ワカメスープ ワカメ　筍　絹厚揚げ　大根 ミネストローネ 大豆　なす　キャベツ　しめじ
椎茸　白菜　 トマト　じゃが芋

五目そぼろご飯 鶏挽肉　人参　椎茸　筍　いんげん 　
キャベツのナムル ツナ　キャベツ　もやし　コーン 豚肉のみそ炒め 豚肉　玉葱　いんげん　れんこん　なす

エリンギ　白ごま レタスとツナサラダ ツナ　レタス　人参　胡瓜　コーン

清汁 豆腐　じゃが芋　ごぼう　大根 ひじき
チンゲン菜 野菜スープ 絹厚揚げ　じゃが芋　南瓜　エリンギ

フルーツ りんご チンゲン菜　もやし

肉団子 豚挽肉　玉葱　椎茸　筍 鰆の磯辺揚げ 鰆
厚揚げの中華炒め 絹厚揚げ　ホタテ　人参　エリンギ　 春雨と挽肉の炒め物 豚挽肉　春雨　人参　葱　もやし

チンゲン菜 　 チンゲン菜　卵
味噌汁 豆腐　なす　南瓜　ワカメ ブラウンシチュー 人参　玉葱　なす　マッシュルーム

キャベツ　 キャベツ　南瓜

鶏の香味焼き 鶏肉　葱　 ちゃんぽん麺 中華麺　豚肉　大根　人参　
豚のそぼろ煮 豚挽肉　人参　白菜　コーン もやし　玉葱　椎茸　チンゲン菜

糸こんにゃく　 キャベツと油揚げの ホタテ　絹厚揚げ　キャベツ
かき玉汁 絹厚揚げ　大根　筍　もやし 甘酢和え れんこん　ワカメ

ワカメ　ほうれん草　卵 フルーツ オレンジ
パン neg丸ロール
鮭のクリーム煮 鮭　白菜　じゃが芋　しめじ ハヤシライス 牛肉　玉葱　人参　いんげん
パプリカの醤油炒め 牛肉　パプリカ　人参　玉葱 マッシュルーム

エリンギ　れんこん コンソメスープ 豆腐　じゃが芋　白菜　しめじ
コンソメスープ うす揚げ　もやし　チンゲン菜 南瓜

なす　南瓜　人参 フルーツ バナナ
パン イエローロール

きつねうどん すし揚げ　人参　玉葱　白菜 チキンピカタ 鶏肉　
ワカメ ブロッコリーのクリーム煮 ホタテ　ブロッコリー　玉葱

牛肉とごぼうの炒め物 牛肉　ごぼう　いんげん　しめじ エリンギ　人参　コーン
チンゲン菜 野菜スープ うす揚げ　大根　なす　ほうれん草

フルーツ スイカ ワカメ

鰆のフライ 鰆 麻婆豆腐　 豚挽肉　豆腐　葱　玉葱
ひじきの煮物 鶏挽肉　ひじき　人参　椎茸 彩り野菜炒め ウインナー　キャベツ　卵

れんこん もやし　人参
味噌汁 うす揚げ　なす　大根　ほうれん草 中華スープ 絹厚揚げ　じゃが芋　なす　大根

しめじ　もやし チンゲン菜　えのき

豆腐ハンバーグ 合挽肉　豆腐　玉葱　 タンドリーチキン 鶏肉　
ポテトサラダ ハム　じゃが芋　人参　玉葱 コールスローサラダ　 ハム　キャベツ　人参　

胡瓜　コーン 玉葱　コーン
ワカメスープ 豆腐　ワカメ　大根　チンゲン菜 コーンチャウダー 人参　南瓜　なす　エリンギ

えのき　南瓜 大根　クリームコーン
もやしラーメン 中華麺　豚肉　もやし　人参　

チンゲン菜　筍 鮭のから揚げ 鮭　卵　胡瓜　玉葱
すき焼き風煮物 牛肉　白菜　絹厚揚げ　椎茸　葱 きのこのスパゲティー ウインナー　しめじ　えのき

糸こんにゃく　卵 エリンギ　玉葱　コーン
フルーツ バナナ 味噌汁 豆腐　さつま芋　ごぼう　キャベツ

チンゲン菜　ワカメ

鶏の照り焼き 鶏肉　ブロッコリー チャーハン 焼豚　人参　玉葱　椎茸　コーン

ささみサラダ ささみ　ごぼう　人参　ひじき ビーフン　 鶏挽肉　ツナ　ビーフン　人参
コーン　胡瓜　 いんげん　れんこん

コーンチャウダー 大豆　南瓜　なす　しめじ 清汁 豆腐　筍　大根　なす　えのき 南瓜

キャベツ　クリームコーン フルーツ メロン

鯛のムニエル 鯛 味噌ラーメン 中華麺　焼豚　葱　人参　もやし

ほうれん草のソテー ベーコン　ほうれん草　コーン ワカメ
人参　玉葱　エリンギ 五目大豆 大豆　人参　大根　コーン　いんげん

コンソメスープ 豆腐　大根　白菜　じゃが芋 フルーツ スイカ
えのき　

スイートポテト
６月７日はクッキングです。

お菓子

お菓子

牛乳
お菓子

牛乳
フルーツポン

チ

牛乳
お好み焼き

牛乳
お菓子

クロレラ
きな粉蒸しパン

お菓子

牛乳
ミニメロンパン

牛乳
お菓子

牛乳
大根もち

牛乳
お菓子

クロレラ
プリン

６　月　の　献　立

1 金 16 土

2 土 18 月

クロレラ
バナナマフィン

4 月 19 火

5 火 20 水

6 水 21 木

7 木 22 金

8 金 23 土

9 土 25 月お菓子

11 月 26 火

12 火 27 水

牛乳
お菓子

牛乳
水ようかん

13 水 28 木

14 木 29 金

牛乳
マーマレード

サブレ

ジョア
フェアリー

ケーキ

15 金 30 土

※夕間食はおにぎりです

事前にスイートポテトのたねを準備しますので、スイートポテトの形に整えて卵を塗る作業をしていきます。

牛乳
お菓子

エプロン、三角巾の準備をお願いします。

お菓子

牛乳
ウインナーパン

牛乳
パウンドケーキ

牛乳
お菓子

牛乳
スイートポテト

クロレラ
お菓子
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