
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
カレーライス 合挽肉　人参　玉葱　じゃが芋 パン ミルクツイスト

カルピス ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ 鶏挽肉　豆腐 牛乳
春雨サラダ 春雨　ツナ　コーン　胡瓜 ﾎｰﾚﾝ草の炒め物 しらす干し　エリンギ　コーン

大根　 お菓子 人参　ﾎｰﾚﾝ草 ｻﾜｰｸﾘｰﾑ
コーンチャウダー ベーコン　玉葱　しめじ　大根 ｹｰｷ

フルーツ みかん ｸﾘｰﾑｺｰﾝ　南瓜
ブリのエスニック風 ブリ　セロリ　白ネギ　玉葱 唐揚げ 鶏肉　

牛乳 ナムル風 もやし　ﾎｰﾚﾝ草　人参 ジョア
マカロニサラダ ハム　ﾏｶﾛﾆ　コーン　胡瓜　人参 大根　コーン

甘食 ツナポテト ツナ　さつま芋　 ミニメロンパン

コンソメスープ なすび　南瓜　大根　しめじ 中華スープ 玉葱　チンゲン菜　なすび　ｴﾘﾝｷﾞ

エリンギ　キャベツ 豆腐　ワカメ　ｶﾆｶﾏ
鶏のパン粉焼き 鶏肉　 鮭の味噌ミルク煮 鮭　じゃが芋　人参　いんげん

牛乳 牛乳
ホーレン草のおひたし ホーレン草　人参　エリンギ きのこスパゲティ ツナ　スパゲティ　エリンギ　

絹厚揚げ　もやし　 もちもち ｺｰﾝ　えのき　葱 豆腐団子
味噌汁 玉葱　豆腐　なすび　じゃが芋 チーズパン ワカメスープ 豚挽肉　玉葱　もやし　ワカメ

ちくわ　ワカメ 大根　絹厚揚げ　ニラ
親子丼 鶏肉　人参　玉葱　しめじ 麻婆豆腐丼 豚挽肉　豆腐　玉葱　人参　葱

葱　卵
中華スープ 筍　白菜　南瓜　大根　えのき 清　　汁 ﾎｰﾚﾝ草　しめじ　竹輪　じゃが芋

お菓子 もやし　なすび お菓子
フルーツ りんご

フルーツ りんご
カレイの照り焼き カレイ ブリの照り焼き ブリ

牛乳 牛乳
焼そば 豚肉　焼そば　もやし　ｷｬﾍﾞﾂ 高野豆腐の洋風煮 高野豆腐　ツナ　人参　玉葱

人参　葱 お菓子 ﾏｼｭﾙｰﾑ　ｺｰﾝ　いんげん チーズケーキ
清　　汁 豆腐　うすあげ　玉葱　しめじ　 味噌汁 大根　さつま芋　うすあげ

さつま芋　ごぼう もやし　ﾎｰﾚﾝ草　ワカメ
パン ﾜｯｻﾝﾃﾞﾆｯｼｭ 肉団子 豚挽肉　玉葱　椎茸　筍
木の葉やき 豚挽肉　玉葱　人参　うずら卵 牛乳 牛乳

じゃが芋　さつま芋　 人参の白和え 人参　れんこん　いんげん　
ささみサラダ ささみ　もやし　胡瓜　ｺｰﾝ　大根 焼おにぎり コーン　豆腐 お菓子
野菜たっぷりｶﾚｰｽｰﾌﾟ 南瓜　なすび　うすあげ　しめじ 清　　汁 竹輪　なすび　ごぼう　白菜

ｽﾞｯｷｰﾆ　ｷｬﾍﾞﾂ 大根　しめじ
ﾊﾝﾊﾞｰｸﾞ 合挽肉　玉葱　 パン neg丸ロール

牛乳 タンドリーチキン 鶏肉　 牛乳
ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ ﾊﾑ　ｺｰﾝ　人参　ｷｬﾍﾞﾂ　胡瓜 ビーフン ホタテ　人参　ビーフン　えりんぎ

ホットク ニラ　筍 アップルパイ
春雨スープ 春雨　大根　なすび　チンゲン菜 コーンチャウダー 玉葱　しめじ　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ

ｴﾘﾝｷﾞ　もやし じゃが芋　大根　なすび
タラの和風ｿｰｽ タラ 鮭のかわり焼 鮭　卵　玉葱

クロレラ 　　　　ﾀﾙﾀﾙｿｰｽ 牛乳
牛肉と春雨の炒め物 牛肉　春雨　人参　玉葱 ひじきのかわりに 鶏挽肉　人参　コーン　えりんぎ

いんげん　ｺｰﾝ お菓子 ひじき お菓子
味噌汁 豆腐　うすあげ　さつま芋 豚　　汁 豚肉　ごぼう　さつま芋

えのき　ワカメ　ﾎｰﾚﾝ草 しめじ　大根　豆腐　葱
ｼﾞｬｰｼﾞｬｰ麺 豚挽肉　中華麺　もやし　チンゲン菜 じゃこ入りコロッケ しらす干し　玉葱　じゃが芋

ｺｰﾝ　玉葱　葱 さつま芋　 カルピス
野菜炒め 鶏挽肉　人参　キャベツ 白菜と厚揚げの煮物 ホタテ　鶏挽肉　絹厚揚げ

ｴﾘﾝｷﾞ　 お菓子 白菜　人参 お菓子
清　　汁 豆腐　南瓜　えのき　ワカメ

フルーツ みかん なすび　筍　チンゲン菜
鰆のみそ焼き 鰆　 きつねうどん うどん　大根　うすあげ

牛乳 葱　ごぼう　エリンギ
ポークビーンズ 豚挽肉　大豆　人参　玉葱 大豆カレー 豚挽肉　大豆　人参　玉葱　

インゲン　ホールトマト　コーン フロランタン いんげん お菓子
コンソメスープ 鶏挽肉　チンゲン菜　なすび　

しめじ　南瓜　大根　葱 フルーツ みかん
味噌にこみうどん　 豚肉　うどん　人参　玉葱　大根 チャーハン 焼豚　玉葱　コーン　筍　

しめじ　竹輪　白菜 牛乳 ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　ごぼう　葱 牛乳
根菜のきんぴら 鶏挽肉　れんこん　ごぼう 韓国風野菜炒め 豚挽肉　人参　チンゲン菜

コーン　いんげん お菓子 えりんぎ　春雨 揚げパン
中華スープ 大根　もやし　絹厚揚げ　ｷｬﾍﾞﾂ

フルーツ バナナ さつま芋　えのき　ワカメ
もち米シューマイ 豚挽肉　玉葱　筍　椎茸

牛乳
ホーレン草の胡麻和え しらす干　人参　コーン

ﾎｰﾚﾝ草　うすあげ お菓子
大根スープ ワカメ　豆腐　南瓜　大根

筍　しめじ　エリンギ

かれー

タンドリーチキン

鶏胸肉・・５００g　カレー粉・・大１　焼き肉のタレ・・大
１　　ヨーグルト・・大３
３０分ほど漬け込んで１８０度のｵｰﾌﾞﾝで２０分～３０分焼く

17 火 30 月

31 火

14 土 27 金

16 月 28 土

12 木 25 水

13 金 26 木

10 火 23 月

11 水 24 火

6 金 20 金

7 土 21 土

1　月　の　献　立

4 水 18 水

5 木 19 木



　　

　　　　　


