
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
パン クリームエスカルゴ カレーライス 牛肉　人参　玉葱　じゃが芋
ナゲット 鶏挽肉　豆腐 クロレラ 牛乳
ホーレン草ソテー ﾎｰﾚﾝ草　ツナ　ｴﾘﾝｷﾞ　コーン コールスロｰｻﾗﾀﾞ ハム　キャベツ　コーン　胡瓜

ホタテ　しめじ フルーツポンチ お菓子
コーンチャウダー ウィンナー　人参　玉葱　じゃが芋 フルーツ オレンジ

クリームコーン
親子丼　 鶏肉　人参　玉葱　しめじ　卵 もち米シュウマイ 豚挽肉　椎茸　筍　玉葱

クロレラ
味噌汁 豆腐　さつま芋　えのき　 きのこと油揚げの 油揚げ　人参　チンゲン菜　

チンゲン菜　ワカメ お菓子 　　　　　　炒め物 エリンギ　しめじ お菓子
大根スープ 大根　コーン　白菜　南瓜

フルーツ ｵﾚﾝｼﾞ ごぼう　ワカメ
鰆の味噌焼 鰆 鮭の味噌ミルク煮 鮭　じゃが芋　人参　インゲン

牛乳 牛乳
もやしサラダ ハム　もやし　胡瓜　人参 ビーフン 焼豚　ホタテ　ビーフン　玉葱

コーン カレーパン ニラ　椎茸 アメリカンドック

ワカメスープ 豚肉　ワカメ　玉葱　しめじ コンソメスープ ベーコン　南瓜　しめじ　
チンゲン菜　絹厚揚 コーン　もやし　チンゲン菜

ハンバーグ 合挽肉　玉葱 鶏のみぞれ和え 鶏肉　大根　葱
牛乳 牛乳

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｸﾘｰﾑ煮 ホタテ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ｺｰﾝ　人参 ホーレン草炒め しらす干　ホーレン草　人参
しめじ お菓子 コーン　しめじ 葱とチーズの

コンソメスープ ベーコン　南瓜　エリンギ 味噌汁 豆腐　玉葱　ワカメ　じゃが芋 うす揚げ
キャベツ　大根　なすび ごぼう　うす揚げ

タラのマヨパン粉焼 タラ パン neg丸ロール
牛乳 ｸﾞﾗﾀﾝ 鶏挽肉　ホタテ　玉葱　コーン 牛乳

ささみサラダ ささみ　胡瓜　コーン　もやし ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　ﾏｶﾛﾆ　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ
人参 チーズマフィン ささみサラダ ささみ　人参　胡瓜　もやし やきおにぎり

味噌汁 豆腐　さつま芋　チンゲン菜 コンソメスープ 大根　なすび　しめじ　絹厚揚げ

玉葱　えのき　ワカメ カニカマ　ホーレン草
豆腐と鶏肉のつくね煮 鶏挽肉　豆腐 鰆の南蛮漬 鰆

牛乳 クロレラ
ひじきのかわり煮 ひじき　人参　玉葱　コーン 野菜のそぼろに 鶏挽肉　人参　大根　白菜

インゲン どら焼き 絹厚揚げ お菓子
豚　汁 豚肉　白菜　ごぼう　しめじ 清　汁 玉葱　えのき　ワカメ　もやし

南瓜　絹厚揚 南瓜　キャベツ
肉団子 豚挽肉　玉葱　しいたけ　筍 鶏の照り焼き 鶏肉

クロレラ 牛乳
人参の白和え 人参　豆腐　レンコン　コーン ポテトサラダ ハム　じゃが芋　胡瓜　ｺｰﾝ

インゲン お菓子 人参 お菓子
清　汁 大根　もやし　じゃが芋 コーンチャウダー 南瓜　玉葱　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ　大根

チンゲン菜　しめじ　ちくわ なすび　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ
味噌ラーメン 中華そば　焼豚　人参　玉葱 味噌うどん うどん　豚肉　人参　大根

もやし　葱 うす揚げ　葱　ごぼう　チンゲン菜 牛乳
大根サラダ 大根　胡瓜　コーン　ハム ひじき豆腐 ひじき　コーン　玉葱　インゲン

お菓子 椎茸　豆腐 チーズケーキ

フルーツ バナナ フルーツ バナナ
カレイの照り焼き カレイ フワフワ焼 鶏挽肉　ﾊﾝﾍﾟﾝ　葱

牛乳 牛乳
焼きそば 豚肉　焼きそば　キャベツ ポークビンズ 豚肉　大豆　人参　玉葱

もやし　葱 フワフワパン ｺｰﾝ　インゲン お菓子
味噌汁 絹厚揚　南瓜　人参　ごぼう 味噌汁 豆腐　うす揚げ　竹輪　大根

うす揚げ　ワカメ 白菜　もやし
パン ワッサンデニッシュ タンドリーチキン 鶏肉
鶏のパン粉焼 鶏肉 牛乳 ジョア
春雨サラダ 春雨　しいたけ　人参　コーン マカロニサラダ ハム　マカロニ　人参　コーン

胡瓜 お菓子 胡瓜 豆腐団子
南瓜のカレースープ 南瓜　大根　玉葱　なすび コンソメスープ じゃが芋　玉葱　大根　なすび

うす揚げ　チンゲン菜 フルーツ キャベツ　もやし　　　　梨
鰆の葱ソース 鰆　白葱 カレイの甘酢あん カレイ　人参　ピーマン　玉葱

牛乳 牛乳
肉じゃが 牛肉　じゃが芋　人参 チンゲン菜炒め 焼豚　チンゲン菜　ｺｰﾝ

玉葱　葱 ｱｯﾌﾟﾙﾊﾟｲ 絹厚揚　もやし　エリンギ ミニメロンパン

清　汁 豆腐　大根　もやし　竹輪 かき玉スープ 大根　うす揚げ　えのき　なすび

なすび　ワカメ ワカメ　卵
麻婆豆腐丼 豚挽肉　玉葱　人参　豆腐　葱

清　汁 うす揚げ　ホーレン草　南瓜
もやし　しめじ お菓子

フルーツ りんご

和風ソース・・・砂糖３０ｇ　みりん・・・１００cc  しょうゆ・・・１００cc  バター・・・100ｇ　魚やチキンにあいます

   南蛮漬け・・・砂糖・・・６０ｇ　　　しょうゆ…１５０cc    酢・・・１００cc      魚の揚げ物などにあいます

ソース色々

夕間食はおにぎりです

13 水 29 金

30 土

11 月 27 水

12 火 28 木

9 土 26 火

8 金 25 月

7 木 22 金

6 水 21 木

5 火 20 水

4 月 19 火

2 土 15 金

９　月　の　献　立

1 金 14 木
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