
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
カレイのきのこあん ｶﾚｲ　しめじ　えのき　葱 パン ﾜｯｻﾝﾃﾞﾆｯｼｭ

牛乳 スクエアバーグ 合挽肉　ﾁｰｽﾞ　玉葱　ｺｰﾝ 牛乳
春雨サラダ ハム　春雨　人参　胡瓜　 アスパラ

コーン　錦糸卵 ﾁｮｺｯﾁﾌﾟ ﾎｰﾚﾝ草ｿﾃー ﾎﾀﾃ　ﾍﾞｰｺﾝ　ﾎｰﾚﾝ草　人参 ﾐﾆﾒﾛﾝﾊﾟﾝ
味噌汁 豆腐　大根　玉葱　南瓜 ﾏﾌｨﾝ しめじ

茄子　わかめ 南瓜のｶﾚｰｽｰﾌﾟ 南瓜　大根　葱　うす揚げ　茄子　ｷｬﾍﾞﾂ

焼コロッケ 鶏挽肉　玉葱　じゃが芋 鶏のつくね焼 鶏挽肉　玉葱　大葉
さつま芋　うずら卵 牛乳 クロレラ

彩り野菜の甘酢あん 豚挽肉　パプリカ　茄子 人参の白和え 人参　れんこん　ｺｰﾝ　ｲﾝｹﾞﾝ
葱　人参　しめじ お好み焼き 豆腐 お菓子

清　　汁 絹厚揚　大根　えのき　竹輪 味噌汁 うす揚げ　大根　じゃが芋
ワカメ　チンゲン菜 竹輪　チンゲン菜　ごぼう

親子丼 鶏肉　人参　玉葱　葱　卵 麻婆豆腐丼 豚挽肉　豆腐　人参　玉葱
葱

味噌汁 豆腐　ワカメ　大根　茄子 もやしスープ もやし　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾜｶﾒ　大根
もやし お菓子 南瓜 お菓子

フルーツ りんご フルーツ りんご
パン neg丸ロール カレイの照り焼き カレイ
鮭のから揚げ 鮭 牛乳 牛乳
ブロッコリーの ホタテ　コーン　玉葱　しめじ 焼きそば 豚肉　焼きそば　ｷｬﾍﾞﾂ　
クリーム煮 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ﾁｰｽﾞｸﾗﾌﾃｨ もやし　葱 チーズケーキ

じゃが芋　人参　大根　茄子 味噌汁 人参　玉葱　大根　茄子
コーンチャウダー ベーコン　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ　ｷｬﾍﾞﾂ チンゲン菜　じゃが芋
韓国風鶏の旨炒め ホタテ　鶏肉　玉葱　しめじ パン ｸﾘｰﾑｴｽｶﾙｺﾞ

パプリカ 牛乳 ﾏｶﾛﾆｸﾞﾗﾀﾝ 鶏肉　ﾏｶﾛﾆ　ﾎﾀﾃ　玉葱　 牛乳
五目大豆 ツナ　大豆　人参　コーン ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ｺｰﾝ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ

エリンギ　インゲン お菓子 大豆ｶﾚｰ 豚挽肉　大豆　じゃが芋　人参 こはんのおやき

清　汁 うす揚げ　豆腐　大根　茄子 ｲﾝｹﾞﾝ　油揚げ
南瓜　チンゲン菜 ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ 大根　南瓜　絹厚揚げ　茄子　ﾁﾝｹﾞﾝ菜　もやし 

鰆の和風ムニエル 鰆 唐揚げ 鶏肉　
牛乳 卵焼き 卵　じゃが芋 ジョア

もやしサラダ ハム　もやし　胡瓜 ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ 豚挽肉　しめじ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ
コーン　人参 お菓子 コーン　ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ ウィンナーマフィン

ワカメスープ 豚挽肉　ワカメ　大根 ｺｰﾝｽｰﾌﾟ 人参　玉葱　南瓜　大根　
玉葱　ﾎｰﾚﾝ草　絹厚揚げ 茄子　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ

チャーハン 焼豚　しらす干し　マッシュルーム 肉団子 豚挽肉　玉葱　椎茸　筍
ｺｰﾝ　葱　しめじ　ごぼう 牛乳 牛乳

野菜の卵とじ ホタテ　人参　茄子　玉葱　 マカロニサラダ ハム　ﾏｶﾛﾆ　人参　ｺｰﾝ　胡瓜
チンゲン菜　絹厚揚　卵 ﾌﾜﾌﾜﾊﾟﾝ お菓子

コンソメスープ 南瓜　ワカメ　大根　もやし 味噌汁 豆腐　南瓜　チンゲン菜
フルーツ キャベツ　竹輪　　　梨 大根　茄子
ﾊﾝﾍﾟﾝ入り焼売 豚挽肉　ﾊﾝﾍﾟﾝ　椎茸　玉葱 きつねうどん うどん　すし揚げ　葱

筍　焼売の皮 クロレラ 玉葱　えのき
揚げとキノコの炒め物 鶏挽肉　うす揚げ　人参　しめじ 金平ごぼう 鶏挽肉　ごぼう　人参　コーン

ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　コーン　れんこん お菓子 ｲﾝｹﾞﾝ お菓子
大根スープ 大根　ﾜｶﾒ　チンゲン菜

さつま芋　茄子　豆腐 フルーツ バナナ
味噌ラーメン 焼豚　中華麺　玉葱　人参 鶏の照り焼き 鶏肉

もやし 牛乳
大根サラダ ツナ　大根　コーン ポークビーンズ 豚肉　ホタテ　大豆　人参

キャベツ　 お菓子 玉葱　インゲン　ﾎｰﾙﾄﾏﾄ お菓子
清　汁 豆腐　うす揚げ　さつま芋　色板

フルーツ バナナ ﾎｰﾚﾝ草　ワカメ
鮭のマヨパン粉焼 鮭 鮭の味噌ミルク煮 鮭　人参　じゃが芋　ｲﾝｹﾞﾝ

牛乳 牛乳
ビーフン 焼豚　ビーフン　人参　ピーマン 春雨の中華炒め 鶏挽肉　ホタテ　春雨　チンゲン菜

椎茸　玉葱 フルーチェ コーン　しめじ　玉葱　もやし アップルパイ
味噌汁 豆腐　大根　南瓜　もやし ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ 南瓜　大根　茄子　キャベツ

ワカメ　えのき 竹輪　豆腐
カレーうどん 牛肉　うどん　人参　玉葱 照り焼きハンバーグ 合挽肉　玉葱　

じゃが芋　葱 牛乳 牛乳
ひじきのかわり煮 ツナ　ひじき　コーン　大根 ひじきのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え ﾎﾀﾃ　ひじき　人参　胡瓜　コーン

大豆　インゲン どら焼き 大根 お菓子
ｺｰﾝｽｰﾌﾟ ｳｨﾝﾅｰ　じゃが芋　ｷｬﾍﾞﾂ　茄子

フルーツ みかん しめじ　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ
鰆の香揚げ 鰆　白葱 鰆の南蛮漬け 鰆　玉葱　ﾊﾟﾌﾟﾘｶ

牛乳 牛乳
牛肉と根菜の炒め物 牛肉　ごぼう　糸こんにゃく 高野豆腐の卵とじ 鶏挽肉　高野豆腐　人参

ｺｰﾝ　人参　玉葱　ｲﾝｹﾞﾝ お菓子 ｺｰﾝ　ｲﾝｹﾞﾝ　大根　卵 白玉団子
清　汁 豆腐　大根　うす揚げ　チンゲン菜 ワカメスープ 豚肉　ワカメ　じゃが芋

ワカメ　しめじ ﾁﾝｹﾞﾝ菜　うす揚げ　もやし

夕間食はおにぎりです

2 木 17 金

１１　月　の　献　立

1 水 16 木

6 月 20 月

4 土 18 土

8 水 22 水

7 火 21 火

10 金 25 土

9 木 24 金

13 月 28 火

11 土 27 月

フワフワパン　　６個分
ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ・・２００g　ﾌﾟﾚｰﾝﾖｰｸﾞﾙﾄ・・６０g　卵・・１個

14 火 29 水

15 水 30 木

材料を混ぜて１５分～２０分
１８０度のオーブンで焼く


