
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
豆腐ハンバーグ 豆腐　合ミンチ　玉葱　ｴﾘﾝｷﾞ パン 丸ロール

しめじ　葱 牛乳 グラタン マカロニ　玉葱　ホタテ　ウインナー 牛乳
白菜の煮物　 白菜　ツナ　ホタテ　油揚げ ブロッコリー
味噌汁 さつま芋　ごぼう　人参　ｷｬﾍﾞﾂ シフォンケーキ 茄子と豚肉の生姜焼き 豚肉　茄子　葱 お菓子

色板 ワカメスープ ワカメ　人参　筍　しめじ
ほうれん草

タラのおろし煮 タラ　大根　葱 鯛の竜田揚げ 鯛
牛乳 牛乳

カレー肉じゃが じゃが芋　玉葱　豚肉 ほうれん草のソテー ほうれん草　ベーコン　人参　エリンギ

メロンパン コーン ホットドック
清汁 鶏ミンチ　人参　大根　油揚げ 味噌汁 豚肉　大根　椎茸　こんにゃく

ほうれん草 豆腐　葱
カレーうどん 牛肉　じゃが芋　人参　玉葱 鶏の照り焼き 鶏肉

うどん 牛乳 クロレラ
ひじきの煮物 豚ミンチ　ひじき　厚揚げ　白菜 ビーフン ビーフン　人参　キャベツ　玉葱

コーン お菓子 焼豚 お菓子
フルーツ バナナ コンソメスープ 白菜　もやし　茄子　厚揚げ　えのき

筍
鶏のパン粉焼き 鶏肉 煮込みうどん うどん　豚肉　人参　玉葱　しめじ

カルピス えのき　白菜　葱
ジャーマンポテト じゃが芋　玉葱　ベーコン　エリンギ 大根サラダ 大根　ハム　キャベツ　コーン お菓子

クッキー
コンソメスープ 豆腐　キャベツ　人参　大根 フルーツ バナナ

えのき　葱
鮭のみそ焼き 鮭 タラのパン粉焼き タラ　卵　ハム　玉葱

クロレラ 牛乳
ささみのサラダ ささみ　玉葱　もやし　キャベツ 南瓜のそぼろ煮 南瓜　鶏ミンチ　インゲン

胡瓜　コーン 　お菓子 マドレーヌ
白菜スープ 白菜　ベーコン　えのき　人参　 コンソメスープ キャベツ　人参　ベーコン　しめじ

筍　葱 じゃが芋
柳川丼 牛肉　人参　玉葱　ごぼう　 ホイコーロー 豚肉　玉葱　キャベツ　ピーマン

油揚げ　卵　葱 筍 牛乳
中華スープ チンゲン菜　大根　えのき　筍 お菓子 卵焼 ひじき　ツナ　しめじ　人参

しめじ　 インゲン　卵 お菓子
フルーツ オレンジ 味噌汁 白菜　さつま芋　ごぼう　大根

色板　葱
肉団子 豚ミンチ　椎茸　玉葱 鶏の甘酢あん 鶏肉

牛乳 ポテトサラダ じゃが芋　玉葱　ハム　胡瓜 ジョア
白和え 豆腐　人参　油揚げ　レンコン

ほうれん草 ツナトースト 春雨スープ 春雨　豚ミンチ　もやし　人参 卵蒸しパン
野菜スープ 白菜　じゃが芋　えのき　もやし チンゲン菜

茄子　葱 フルーツ スイカ
パン ワッサンデニッシュ カレイの照り焼き カレイ
キッシュ 卵　合ミンチ　ブロッコリー 牛乳 クロレラ

玉葱　エリンギ　赤ピーマン ひじきのかわり煮 ひじき　鶏ミンチ　人参　玉葱
マカロニサラダ マカロニ　玉葱　ツナ　人参　胡瓜　コーン チーズケーキ コーン　インゲン お菓子
コンソメスープ チンゲン菜　しめじ　大根　南瓜　 清汁 豆腐　油揚げ　大根　白菜　さつま芋

もやし　葱 葱
鰆の幽庵焼き 鰆 パン クリームエスカルゴ

牛乳 ミートローフ 合ミンチ　玉葱　コーン 牛乳
春雨の中華煮 春雨　豚ミンチ　筍　椎茸　チンゲン菜 きのこスパゲティー スパゲティー　ツナ　ほうれん草

カルピス寒天 エリンギ　えのき　しめじ パウンドケーキ

清汁 豆腐　さつま芋　油揚げ　人参 コーンスープ 南瓜　キャベツ　人参　大根
玉葱　葱 マッシュルーム

鶏のつくね焼き 鶏ミンチ　ひじき　コーン ハヤシライス 牛肉　人参　玉葱　マッシュルーム

クロレラ
高野豆腐の煮物 高野豆腐　人参　椎茸　油揚げ 清汁 ワカメ　白菜　茄子　えのき　色板　 お菓子

インゲン お菓子 葱
味噌汁 南瓜　玉葱　大根　ワカメ　カニカマ フルーツ リンゴ

葱
中華丼 豚肉　人参　筍　玉葱　白菜 鶏の葱ソース 鶏肉　白葱

ムキエビ 牛乳
コンソメスープ 豆腐　キャベツ　もやし　南瓜 お菓子 厚揚げの卵とじ 厚揚げ　椎茸　人参　玉葱　ブロッコリー

卵 大根もち
フルーツ オレンジ 中華スープ チンゲン菜　大根　筍　南瓜

油揚げ　葱
三色丼 鶏肉　卵　ほうれん草 鮭のポテトソース 鮭　じゃが芋

牛乳 牛乳
中華スープ 白菜　人参　玉葱　ベーコン　 筑前煮 鶏肉　人参　大根　こんにゃく　

葱 お菓子 筍　インゲン フルーツゼリー
フルーツ オレンジ 味噌汁 厚揚げ　キャベツ　しめじ　玉葱　

ごぼう

チンジャオロースー 牛肉　筍　ピーマン チャーハン 豚ミンチ　玉葱　人参　しめじ　

牛乳 ピーマン クロレラ
ごぼうサラダ ささみ　ごぼう　人参　玉葱 春雨サラダ 春雨　椎茸　もやし　胡瓜

コーン 人参ケーキ コーン お菓子
清汁 キャベツ　油揚げ　茄子　大根　　 コンソメスープ 豆腐　大根　南瓜　キャベツ

ワカメ　色板 茄子

　　　　　 　　　　　

作り方）豚肉を生姜と調味料にもみこむ、茄子を炒めしんなりしたら豚肉をタレごと加えて炒める。　

茄子と豚肉の生姜焼き(３人分）茄子２本　豚肉200ｇ　青葱４本　生姜　醤油大さじ3　酒大さじ2　みりん大さじ2　砂糖大さじ1
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