
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
鮭のきのこあんかけ 鮭　人参　玉葱　しめじ 鯛のあんかけ 鯛　人参　筍　ピーマン

牛乳 クロレラ

肉豆腐 牛肉　豆腐　白菜　糸こんにゃく 牛肉の煮物 牛肉　厚揚　ごぼう　こんにゃく

葱 パウンドケーキ ほうれん草 お菓子
味噌汁 じゃが芋　ｷｬﾍﾞﾂ　大根　茄子 清汁 さつま芋　油揚げ　大根　玉葱

えのき　色板 竹輪　葱
パン イエローロール チャンポンうどん うどん　豚肉　筍　白菜　もやし

キッシュ 卵　ベーコン　玉葱　ｴﾘﾝｷﾞ　 クロレラ にら
人参　じゃが芋 切干大根サラダ 切干大根　ｷｬﾍﾞﾂ　人参　胡瓜 お菓子

ツナスパゲティー ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ―　ツナ　ほうれん草 フルーツゼリー ツナ
ホタテ　ｺｰﾝ フルーツ バナナ

コンソメスープ 南瓜　大根　茄子　ｷｬﾍﾞﾂ　えのき

柳川丼 牛肉　ごぼう　人参　玉葱 鶏の照り焼き 鶏肉　
インゲン 卵 牛乳　

清汁 厚揚げ　色板　茄子　大根 お菓子 ゴボウサラダ ごぼう　ひじき　人参　ツナ
白菜 胡瓜 お菓子

フルーツ オレンジ 清汁 豆腐　油揚げ　じゃが芋　ﾜｶﾒ
茄子　玉葱

鯛の味噌マヨネーズ焼 鯛 たらのオイスターソース タラ　葱
牛乳 牛乳　

ひじきのサラダ 切り干し大根　ひじき　人参 ナポリタン スパゲティー　ウインナー　人参

胡瓜　ツナ お菓子 ピーマン　玉葱 メロンパン
中華スープ 厚揚げ　南瓜　大根　玉葱 春雨スープ 春雨　白菜　ベーコン　茄子 日程の確

チンゲン菜 コーン　大根
カレー竜田揚げ 鶏肉　 パン ファイバーロール

牛乳 ｸﾞﾗﾀﾝ 鶏肉　じゃが芋　ホタテ　玉葱 牛乳　
焼きそば 豚肉　人参　チンゲン菜　もやし ﾏｶﾛﾆ　チーズ

焼きそば たこ焼き風 牛肉とブロッコリー炒め 牛肉　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　人参　ｴﾘﾝｷﾞ 大根もち
味噌汁 ワカメ　油揚げ　えのき　茄子 ちぎりパン コーン　

玉葱　豆腐 コンソメスープ 南瓜　大根　茄子　筍　ｶﾆｶﾏ
豆腐入り松風焼き 鶏ミンチ　豆腐　玉葱　葱　 もやしラーメン 中華麺　豚肉　白菜　もやし

白ごま 牛乳 チンゲン菜　筍　ﾜｶﾒ
ほうれん草のｿﾃｰ ほうれん草　人参　ｺｰﾝ　ツナ ジャーマンポテト じゃが芋　ベーコン　玉葱　人参 お菓子

しめじ ジャムクッキー コーン　
コンソメスープ 春雨　ベーコン　ｷｬﾍﾞﾂ　筍 フルーツ バナナ

大根
ピラフ 鶏肉　ムキエビ　玉葱　人参 スズキのクリームソース スズキ　玉葱　パプリカ

ﾏｯｼｭﾙｰﾑ クロレラ クロレラ
大根サラダ 大根　ホタテ　ｷｬﾍﾞﾂ　胡瓜　ｺｰﾝ 春雨サラダ 春雨　人参　椎茸　インゲン
中華スープ 南瓜　筍　茄子　大根　ｴﾘﾝｷﾞ お菓子 コーン じゃが芋パン

味噌汁 厚揚げ　大根　茄子　白菜
フルーツ オレンジ 竹輪　葱
ミートローフ 合ミンチ　玉葱　ｺｰﾝ 中華丼 豚肉　筍　人参　ホタテ　椎茸

牛乳 白菜　うずら卵
五目白和え 豆腐　レンコン　油揚げ　人参　 大根ｽｰﾌﾟ 南瓜　大根　茄子　ｷｬﾍﾞﾂ　ｶﾆｶﾏ お菓子

椎茸　ほうれん草 フィナンシェ
清汁 白菜　茄子　しめじ　大根 フルーツ オレンジ

竹輪　もやし
カレーライス 牛肉　人参　玉葱　じゃが芋 カレイの照り焼き カレイ

牛乳　
コンソメスープ ワカメ　大根　油揚げ　茄子 お菓子 金平ごぼう 牛肉　ごぼう　人参　インゲン

えのき　 コーン お菓子
フルーツ りんご 清汁 豚肉　さつま芋　大根　えのき

チンゲン菜
からあげのおろし煮 鶏肉　大根　葱 チキン南蛮 鶏肉

牛乳 牛乳　
ブロッコリー炒め ブロッコリー　ウインナー　しめじ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ野菜炒め ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　人参　ベーコン　玉葱

人参　玉葱　ｺｰﾝ お菓子 ｷｬﾍﾞﾂ　ｺｰﾝ お菓子
コンソメスープ じゃが芋　ｷｬﾍﾞﾂ　ｴﾘﾝｷﾞ　大根 ワカメスープ 豚ミンチ　ﾜｶﾒ　大根　茄子

茄子 白菜　えのき
カレイのパン粉焼 カレイ　卵　玉葱　ﾊﾑ 鮭のポテトソース 鮭　じゃが芋　

牛乳 牛乳　
高野豆腐の煮物 高野豆腐　鶏ミンチ　人参　椎茸 麻婆豆腐 鶏ミンチ　豆腐　ムキエビ　葱

筍　 スフレﾁｰｽﾞｹｰｷ 豆乳
中華スープ ワカメ　厚揚げ　白菜　大根　　 味噌汁 ほうれん草　油揚げ　人参　玉葱 バナナブレッド

しめじ ごぼう　もやし
生姜焼き 豚肉　玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　 厚揚げと豚肉の 豚肉　厚揚げ　椎茸　人参　白菜

牛乳 みそ炒め ヤングコーン 牛乳　
ビーフン炒め ビーフン　ムキエビ　人参　椎茸 しらすの卵焼き 卵　しらす　ほうれん草

コーン 芋っち団子 スイートポテト

味噌汁 豆腐　油揚げ　じゃが芋　大根 コンソメスープ 大根　玉葱　茄子　えのき
茄子 じゃが芋　ｶﾆｶﾏ

パン クリームエスカルゴ 鰆の葱ｿｰｽ 鰆
豆腐ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 豆腐　豚ミンチ ジョア クロレラ
マカロニサラダ マカロニ　ﾊﾑ　玉葱　人参　胡瓜 回鍋肉 豚肉　ｷｬﾍﾞﾂ　玉葱　ﾋﾟｰﾏﾝ
じゃが芋ｿﾃｰ じゃが芋　 シフォンケーキ お菓子
コーンスープ 南瓜　大根　マッシュルーム　 中華スープ 豆腐　白菜　人参　筍　油揚げ

しめじ　ｷｬﾍﾞﾂ　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ

じゃが芋パン 材料）約10個　

　作り方）　①じゃが芋を茹でで水気をきる。②じゃが芋をボウルに入れて潰し、塩、片栗粉、強力粉、ベーキングパウダー、粉チーズ

15 木 30 金

※夕間食はおにぎりです

じゃが芋200ｇ　塩少々　片栗粉大さじ5　強力粉大さじ2　ベーキングパウダー小さじ1　

　　粉チーズ大さじ4　牛乳大さじ4　砂糖小さじ2

牛乳、砂糖、サラダ油を加えよく混ぜる。③一口大に丸め、天板にクッキングシートをしいて並べ、180度に予熱したオーブンで20分焼く

13 火 28 水

14 水 29 木

10 土 26 月

12 月 27 火

8 木 23 金

9 金 24 土

6 火 21 水

7 水 22 木

3 土 19 月

5 月 20 火

６　月　の　献　立

1 木 16 金

2 金 17 土
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