
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
鮭の葱ｿｰｽ 鮭　白葱　 鰆の西京焼き 鰆

牛乳 牛乳
ほうれん草の白和え 豆腐　ほうれん草　人参　椎茸 牛肉とブロッコリー炒め 牛肉　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ｴﾘﾝｷﾞ　玉葱

ひじき お菓子 コーン ミルクパン
味噌汁 白菜　大根　じゃが芋　玉葱 清汁 豚肉　さつま芋　ごぼう　竹輪

油揚げ　葱 人参　白菜　葱
パン ワッサンﾃﾞﾆｯｼｭ 鶏のからあげ 鶏肉
にらハンバーグ 合ミンチ　玉葱　にら　 牛乳 クロレラ
スパゲティー ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ　焼豚　ｷｬﾍﾞﾂ　ｴﾘﾝｷﾞ 白菜の煮物 白菜　ツナ　ホタテ　油揚げ

人参 バナナドロップ 人参　葱 プリン
中華スープ ﾁﾝｹﾞﾝ菜　厚揚げ　茄子　えのき ワカメスープ ワカメ　じゃが芋　ｷｬﾍﾞﾂ　玉葱

ワカメ　ｺｰﾝ しめじ　ｺｰﾝ
チキンピカタ 鶏肉　 ちゃんぽん麺 中華麺　豚ミンチ　人参

牛乳 玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　もやし　にら
厚揚げとキャベツの 厚揚げ　豚ミンチ　ｷｬﾍﾞﾂ ひじきの煮物 鶏ミンチ　ひじき　筍　ｺｰﾝ お菓子
カレー炒め ｴﾘﾝｷﾞ　葱 南瓜パイ インゲン
コーンスープ 南瓜　大根　茄子　人参　玉葱 フルーツ オレンジ

カレイの照り焼き カレイ パン 丸ロール
クロレラ チンジャオロースー 牛肉　ﾋﾟｰﾏﾝ　筍　 牛乳

すき焼風煮 牛肉　豆腐　白菜　糸こんにゃく 豆腐の中華煮 豆腐　白菜　椎茸　人参　ホタテ

人参　玉葱　葱 お菓子 ホイルケーキ
清汁 ｷｬﾍﾞﾂ　油揚げ　筍　大根　 卵スープ ワカメ　鶏肉　ｷｬﾍﾞﾂ　玉葱　大根

じゃが芋 卵
中華丼 豚肉　白菜　ホタテ　筍 チャーハン 焼豚　玉葱　人参　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　ｺｰﾝ

ムキエビ　人参　葱 五目大豆 大豆　人参　こんにゃく　大根 牛乳
味噌汁 さつま芋　ごぼう　玉葱　大根 お菓子 ツナ　インゲン

チンゲン菜 中華スープ 南瓜　茄子　ﾁﾝｹﾞﾝ菜　油揚げ お菓子
フルーツ りんご しめじ　筍

フルーツ メロン
パン イエローロール タラのおろし煮 タラ　大根　葱
ｸﾞﾗﾀﾝ 鶏肉　ﾏｶﾛﾆ　玉葱　ホタテ 牛乳 牛乳

ほうれん草　 肉じゃが 牛肉　じゃが芋　糸こんにゃく
春雨の中華炒め 豚肉　春雨　筍　人参　チンゲン菜 マドレーヌ 人参　玉葱　葱 ホットドック
コンソメスープ 白菜　じゃが芋　油揚げ　もやし 味噌汁 豆腐　ほうれん草　こんにゃく

茄子　葱 油揚げ　茄子　もやし
鰆の竜田揚げ 鰆 鶏の照り焼き 鶏肉

牛乳 牛乳
金平ごぼう 牛肉　ごぼう　人参　筍　インゲン 大根サラダ 大根　ツナ　ホタテ　ｷｬﾍﾞﾂ　ｺｰﾝ

コーン お菓子 胡瓜 お菓子
味噌汁 厚揚げ　南瓜　玉葱　大根 清汁 豆腐　さつま芋　白菜　油揚げ

えのき　ｷｬﾍﾞﾂ　葱 人参　葱
豆腐のつくね団子 鶏ミンチ　豆腐　大葉 肉団子 豚ミンチ　筍　椎茸　玉葱

牛乳 ナポリタン スパゲティー　ウインナー ジョア
ビーフン ビーフン　ホタテ　人参　ﾋﾟｰﾏﾝ ﾋﾟｰﾏﾝ　人参

玉葱　にら いもっち団子 粉ふき芋 じゃが芋　 チーズケーキ
ワカメスープ ワカメ　豆腐　白菜　南瓜　もやし 野菜スープ 南瓜　白菜　大根　えのき

大根　葱 油揚げ　もやし　葱
鮭のチーズカツ 鮭　 厚揚げの挽肉丼 厚揚げ　豚ミンチ　しめじ　人参

クロレラ 玉葱　葱
ささみのサラダ ささみ　もやし　人参　ｺｰﾝ 清汁 ｷｬﾍﾞﾂ　ﾜｶﾒ　じゃが芋　茄子 お菓子

胡瓜 ヨーグルト 竹輪
コーンスープ じゃが芋　ｷｬﾍﾞﾂ　ベーコン　玉葱 蒸しパン フルーツ りんご

大根
三色丼 鶏ミンチ　卵　ほうれん草 タラのクリームソース タラ　

牛乳
味噌汁 豆腐　南瓜　人参　玉葱　色板 お菓子 春雨サラダ 春雨　人参　ささみ　胡瓜　

葱 コーン フィナンシェ
フルーツ オレンジ 味噌汁 厚揚げ　ﾜｶﾒ　大根　玉葱　もやし

えのき　葱
きつねうどん うどん　すしあげ　人参　玉葱 味噌カツ 豚肉　

葱 牛乳 牛乳
ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ ｷｬﾍﾞﾂ　ｺｰﾝ　ハム ほうれん草のソテー ほうれん草　人参　ｴﾘﾝｷﾞ　ホタテ

お菓子 コーン お菓子
フルーツ すいか コンソメスープ じゃが芋　ベーコン　玉葱　白菜

筍　大根
カレーライス 牛肉　じゃが芋　人参　玉葱 豆腐の揚げ団子 鶏ミンチ　ひじき　人参　豆腐

牛乳 牛乳
コンソメスープ 白菜　茄子　筍　ベーコン　大根 ブロッコリー炒め ブラッコリー　焼豚　玉葱　ｴﾘﾝｷﾞ

お菓子 ムキエビ　しめじ　ｺｰﾝ フルーツ白玉
フルーツ りんご 大根ｽｰﾌﾟ ワカメ　大根　茄子　白菜　南瓜

回鍋肉 豚肉　玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾋﾟｰﾏﾝ　筍 鯛のバター焼き 鯛

牛乳 牛乳
マカロニサラダ ﾏｶﾛﾆ　ツナ　胡瓜　ｺｰﾝ　人参 厚揚げの味噌煮 豚肉　厚揚げ　人参　筍　
春雨スープ 春雨　ｷｬﾍﾞﾂ　茄子　大根 お菓子 しいたけ　ﾋﾟｰﾏﾝ お菓子

鶏ミンチ　もやし 清汁 さつま芋　白菜　油揚げ　玉葱

色板　ごぼう　葱

　　　　　 　　　　　 夕間食はおにぎりです

31 木

水

8  月　の　献　立

1 火 17 木

2 水 18 金

3 木 19 土

4 金 21 月

5 土 22 火

7 月 23 水

8 火 24 木

9 水 25 金

10 木 26 土

12 土 28 月

14 月 29 火

作り方　ボウルに豆腐、挽肉、卵、パン粉、小麦粉を入れよく混ぜ、生地をすくいながら揚げる。鍋にたれの材料を入れて煮たて片栗粉でとろみをつける。

豆腐の揚団子　豆腐200ｇ　鶏ミンチ200ｇ　乾ひじき小2　人参1/2本　玉葱1/3ケ　卵１個　パン粉大3　小麦粉大1/2　醤油大2　砂糖大1　みりん大1　

15 火 30

16 水



　　


