
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
豚丼 豚肉　玉葱　筍　白菜　葱 もやしラーメン 中華麺　豚肉　白菜　もやし

人参　筍　にら
味噌汁 さつま芋　豆腐　大根　人参 お菓子 ひじきの煮物 鶏ミンチ　ひじき　玉葱　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ お菓子

茄子 インゲン
フルーツ オレンジ フルーツ バナナ

カレイのおろし煮 カレイ　大根　葱 鮭のコーンマヨネーズ焼 鮭　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ
牛乳 牛乳

もやしとささみの もやし　ささみ　油揚げ　人参 肉豆腐 牛肉　豆腐　白菜　人参　葱
和え物 コーン　胡瓜　 バナナドロップ 白玉団子
清汁 豆腐　さつま芋　大根　こんにゃく 清汁 さつま芋　ｷｬﾍﾞﾂ　油揚げ　大根

ｷｬﾍﾞﾂ もやし
ミートローフ 合ミンチ　玉葱　ｺｰﾝ 肉団子 豚肉　筍　玉葱

牛乳 牛乳
ごぼうサラダ ごぼう　ささみ　玉葱　大葉 五目白和え 豆腐　人参　油揚げ　レンコン　

お菓子 ほうれん草 メロンパン
ワカメスープ ワカメ　大根　人参　チンゲン菜 コンソメスープ 南瓜　白菜　しめじ　茄子　

厚揚げ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ
鮭のパン粉焼 鮭　卵　玉葱　ハム けんちんうどん うどん　豚肉　人参　ごぼう　大根

タルタルソース 牛乳 しめじ　白菜　油揚げ　葱 牛乳
野菜ソテー ｷｬﾍﾞﾂ　焼豚　しめじ　筍　人参 牛肉と春雨の炒め物 牛肉　春雨　玉葱　筍　インゲン

シフォンケーキ お菓子
コンソメスープ ﾁﾝｹﾞﾝ菜　南瓜　えのき　もやし フルーツ オレンジ

茄子　竹輪
チンジャオロースー 牛肉　筍　ピーマン 鶏のﾄﾏﾄ煮 鶏肉　大豆　玉葱　しめじ

牛乳 ホールトマト ジョア
厚揚げの煮物 厚揚げ　ホタテ　人参　白菜　筍 フライドポテト じゃが芋

卵 お菓子 スパゲティーサラダ スパゲティー　ツナ　人参　胡瓜 マーブルケーキ

味噌汁 大根　さつま芋　豆腐　茄子 中華スープ 厚揚げ　ﾜｶﾒ　茄子　大根　白菜

もやし　ﾜｶﾒ　葱
鶏の葱ｿｰｽ 鶏肉　白葱 パン ミルクツイスト

クロレラ キッシュ 卵　ウインナー　玉葱　人参 牛乳
きのこスパゲティー スパゲティー　ツナ　しめじ　えのき ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　チーズ

ｴﾘﾝｷﾞ　葱 マヨネーズパン ほうれん草のソテー ほうれん草　ツナ　ｴﾘﾝｷﾞ　ホタテ　ｺｰﾝ　 お菓子
コーンスープ 南瓜　人参　玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　大根 コーンスープ ｷｬﾍﾞﾂ　大根　南瓜　茄子　しめじ

ｸﾘｰﾑｺｰﾝ コーンスープ
カレーライス 牛肉　人参　玉葱　じゃが芋 柳川丼 牛肉　ごぼう　人参　インゲン　卵

葱
コンソメスープ ワカメ　白菜　厚揚げ　茄子 お菓子 味噌汁 厚揚げ　チンゲン菜　大根　えのき お菓子

葱 ワカメ
フルーツ りんご フルーツ りんご

タラのクリームソース たら　しめじ　ｴﾘﾝｷﾞ　インゲン 鯛の竜田揚げ 鯛
牛乳 牛乳

野菜炒め ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ホタテ　玉葱　人参 大根サラダ 大根　ツナ　ホタテ　ｷｬﾍﾞﾂ　胡瓜

コーン　 お菓子 お菓子
中華スープ チンゲン菜　もやし　筍　豆腐 豚汁 豚肉　豆腐　さつま芋　ごぼう

ｶﾆｶﾏ 大根　葱
パン ﾜｯｻﾝﾃﾞﾆｯｼｭ つくね焼 鶏肉　玉葱　大葉
チキンピカタ 鶏肉　 牛乳 牛乳
春雨サラダ 春雨　椎茸　人参　胡瓜　ｺｰﾝ オイスター炒め 白菜　ムキエビ　もやし　ｴﾘﾝｷﾞ

ツナ マドレーヌ 人参　玉葱　にら スコーン
大根ｽｰﾌﾟ じゃが芋　大根　玉葱　茄子 清汁 じゃが芋　大根　茄子　ﾜｶﾒ

ｷｬﾍﾞﾂ 油揚げ　葱
豆腐のまさご揚げ 鶏ミンチ　豆腐　ちりめん パン ベアロール

牛乳 ｸﾞﾗﾀﾝ 鶏肉　ムキエビ　玉葱　ｴﾘﾝｷﾞ　ﾏｶﾛﾆ 牛乳
ビーフン ビーフン　ｷｬﾍﾞﾂ　ホタテ　人参 ほうれん草　チーズ

ピーマン オレンジ寒天 白菜とツナの煮物 白菜　ツナ　ホタテ　油揚げ ﾁｰｽﾞﾏﾌｨﾝ
味噌汁 ワカメ　大根　もやし　茄子　 人参　ｺｰﾝ

ｷｬﾍﾞﾂ　南瓜 春雨スープ 春雨　チンゲン菜　もやし　筍　えのき　葱

チキンライス 鶏肉　ムキエビ　玉葱　人参　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ カレイの照り焼き カレイ
豆腐の中華煮 豚肉　豆腐　白菜　椎茸　筍 牛乳 牛乳

チンゲン菜　 高野豆腐の卵とじ 高野豆腐　鶏肉　玉葱　椎茸
コンソメスープ 南瓜　大根　もやし　茄子　 ポテトパイ 人参　卵　葱 柏餅

ｷｬﾍﾞﾂ 味噌汁 ほうれん草　大根　茄子　油揚げ

フルーツ オレンジ 色板
鰆の西京焼き 鰆 ささみのフライ ささみ

クロレラ レモンソース クロレラ
金平ごぼう 牛肉　ごぼう　人参　ｴﾘﾝｷﾞ　 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのサラダ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　さつま芋　玉葱　ｺｰﾝ

糸こんにゃく お菓子 豆腐 お菓子
清汁 ほうれん草　厚揚げ　じゃが芋 コンソメスープ 白菜　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　人参　南瓜　ｴﾘﾝｷﾞ

しめじ　玉葱
夕間食はおにぎりです

　　　　１とコーンを2に入れざっくりまぜる

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのサラダ(4人分）
材料）ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ１/2ケ　さつま芋中１本　玉葱1/3ケ　ｺｰﾝ少々
☆豆腐75ｇ　マヨネーズ大2　ヨーグルト大2　ポン酢小2
作り方）1.ﾌﾞﾛｯｺﾘｰとさつま芋を食べやすい大きさに切りゆでる
　　　　2.☆の材料をボールに入れ豆腐を崩すようにしてまぜる

木 27 木

14 金 28 金

12 水 26 水

11 火 25 火

13

10 月 24 月

8 土 22 土

7 金 21 金

6 木 20 木

5 水 19 水

4 火 18 火

3 月 17 月

４　月　の　献　立

1 土 15 土



　　

　　　　　


