
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
カレイのパン粉焼き カレイ　玉葱　ハム　卵 豆腐のまさご揚げ 鶏ミンチ　豆腐　ちりめん

ｸﾛﾚﾗ ｸﾛﾚﾗ
春雨ソテー 豚ミンチ　春雨　筍　椎茸 すきやき風煮 豆腐　牛肉　ホタテ　人参

ｺｰﾝ　ｲﾝｹﾞﾝ ﾏﾄﾞﾚｰﾇ 糸こんにゃく　玉葱　白菜 ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ
もやしｽｰﾌﾟ 南瓜　もやし　人参　ｷｬﾍﾞﾂ 味噌汁 じゃが芋　油揚げ　えのき　筍

えのき　ニラ ほうれん草　葱
柳川丼 牛肉　玉葱　ごぼう　しめじ 中華丼 豚肉　ムキエビ　ホタテ　筍

ｲﾝｹﾞﾝ　卵　葱 白菜　人参　玉葱　うずら卵
中華スープ 白菜　人参　もやし　豆腐 お菓子 清汁 ワカメ　さつま芋　油揚げ お菓子

えのき　茄子　
フルーツ オレンジ フルーツ りんご

ﾊﾟﾝ ﾜｯｻﾝﾃﾞﾆｯｼｭ 松風焼き 鶏ミンチ　豆腐　葱
ﾁｷﾝﾋﾟｶﾀ 鶏肉　卵　 牛乳 牛乳
焼きビーフン ﾋﾞｰﾌﾝ　ホタテ　人参　ﾋﾟｰﾏﾝ 肉じゃが じゃが芋　牛肉　人参　玉葱

玉葱 ニラ お菓子 ｲﾝｹﾞﾝ　ｺｰﾝ お菓子
コンソメスープ 豆腐　ﾍﾞｰｺﾝ　白菜　大根　しめじ 清汁 チンゲン菜　ｷｬﾍﾞﾂ　えのき　筍

油揚げ
豚肉と厚揚げの味噌炒め 豚肉　厚揚　椎茸　人参　白菜 カレーﾁｬｰﾊﾝ 豚ミンチ　ホタテ　玉葱　しめじ

ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ　ﾋﾟｰﾏﾝ　葱 牛乳 人参　ﾋﾟｰﾏﾝ 牛乳
ササミのサラダ ささみ　もやし　胡瓜　玉葱 ｷｬﾍﾞﾂのサラダ ｷｬﾍﾞﾂ　大根　ハム　胡瓜　ｺｰﾝ

ｺｰﾝ りんごとバナナの ﾏﾖﾈｰｽﾞﾊﾟﾝ
清汁 さつま芋　ごぼう　キャベツ　茄子 天板ケーキ 白菜のスープ 白菜　ﾍﾞｰｺﾝ　えのき　筍　ワカメ

大根 フルーツ オレンジ
鯛の竜田揚げ 鯛　 鰆の葱ソース 鰆　白葱

牛乳 牛乳
ジャーマンポテト じゃが芋　ﾍﾞｰｺﾝ　人参　ｴﾘﾝｷﾞ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ炒め 牛肉　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ｴﾘﾝｷﾞ　ｺｰﾝ

ｺｰﾝ オレンジ寒天 ｺｺｱﾏﾌｨﾝ
中華スープ 厚揚　チンゲン菜　筍　大根 味噌汁 豆腐　さつま芋　玉葱　人参

ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　葱 平天　葱
おろしハンバーグ 合ミンチ　玉葱　大根　葱 豆腐ハンバーグ 豆腐　豚ミンチ　

牛乳 ジョア
中華炒め 白菜　ムキエビ　人参　玉葱 ﾁｬﾌﾟﾁｪ 春雨　牛肉　人参　椎茸　胡瓜

ｴﾘﾝｷﾞもやし　ニラ クッキー ポテトフライ じゃが芋 シフォンケーキ

味噌汁 豚肉　ごぼう　さつま芋　ｷｬﾍﾞﾂ コンソメスープ ｷｬﾍﾞﾂ　南瓜　玉葱　大根　しめじ

えのき　 葱
カレーライス 牛肉　人参　じゃが芋　玉葱　 もやしラーメン 中華麺　豚肉　もやし　人参

マッシュルーム ｸﾛﾚﾗ 白菜　ニラ　 ｸﾛﾚﾗ
白菜とツナの煮物 白菜　ツナ　ホタテ　油揚げ 高野豆腐の卵とじ 高野豆腐　鶏ミンチ　玉葱　椎茸

人参　ｺｰﾝ お菓子 ｲﾝｹﾞﾝ　卵　葱 お菓子
フルーツ オレンジ

鮭ﾜｶﾒごはん 鮭ﾜｶﾒ　 鮭ﾜｶﾒごはん 鮭ﾜｶﾒ

味噌ラーメン 中華麺　焼豚　人参　玉葱　 お菓子 カレーうどん うどん　牛肉　じゃが芋　人参 お菓子
チンゲン菜　ｺｰﾝ 玉葱　葱

フルーツ バナナ フルーツ オレンジ

鮭のピザ焼 鮭　玉葱　ﾁｰｽﾞ　 カレイの照り焼き カレイ
牛乳 牛乳

金平ごぼう 牛肉　人参　ごぼう　ｴﾘﾝｷﾞ 麻婆豆腐 豆腐　豚ミンチ　玉葱　人参　しめじ

糸こんにゃく　ｲﾝｹﾞﾝ パンケーキ 葱 お菓子
春雨ｽｰﾌﾟ　 春雨　ｷｬﾍﾞﾂ　ﾍﾞｰｺﾝ　えのき　大根 清汁 南瓜　油揚げ　大根　茄子　ワカメ

葱
鶏の甘酢あん 鶏肉 レンコンのつくね揚 鶏ミンチ　レンコン　大葉

牛乳 牛乳
ほうれん草のナムル ほうれん草　もやし　大根　人参 マカロニサラダ ﾏｶﾛﾆ　玉葱　ツナ　人参　胡瓜

ハム　 お菓子 ｺｰﾝ パイナップルｹｰｷ

コーンスープ 南瓜　玉葱　ｷｬﾍﾞﾂ　しめじ 味噌汁 厚揚げ　さつま芋　茄子　ｷｬﾍﾞﾂ

ｺｰﾝ しめじ　葱
ﾊﾟﾝ ｸﾘｰﾑｴｽｶﾙｺﾞ 鮭のポテトソース 鮭　じゃが芋
オムレツ 合ミンチ　玉葱　赤ピーマン　マッシュルーム　卵 牛乳 牛乳
ツナｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ　ツナ　ホタテ　人参　ｺｰﾝ 中華炒め 豚肉　白菜　ムキエビ　人参　

ほうれん草 南瓜 椎茸　ｺｰﾝ 柏餅
コンソメスープ 筍　チンゲン菜　もやし　しめじ 蒸しパン ワカメスープ ワカメ　もやし　ごぼう　えのき

えのき　豆腐 大根　葱
鰆の西京焼き 鰆 ﾊﾟﾝ ファイバーロール

牛乳 マカロニグラタン ﾏｶﾛﾆ　ホタテ　玉葱　ウインナー ｸﾛﾚﾗ
ｷｬﾍﾞﾂのソテー ｷｬﾍﾞﾂ　玉葱　ホタテ　人参　ｺｰﾝ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ

オレンジ ひじきのマリネ ひじき　大根　胡瓜　人参　ハム お菓子
清汁 豚肉　ごぼう　豆腐　さつま芋 スイートポテト コーンスープ 南瓜　ｷｬﾍﾞﾂ　しめじ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ

白菜　葱 ｺｰﾝ
三色丼 鶏ミンチ　ほうれん草　卵

コンソメスープ 豆腐　白菜　茄子　玉葱　ｺｰﾝ お菓子

フルーツ バナナ

2 土 16 土

４　月　の　献　立

1 金 15 金

5 火 19 火

4 月 18 月

7 木 21 木

6 水 20 水

9 土 23 土

8 金 22 金

12 火 26 火

11 月 25 月

13 水 27 水

14 木 28 木

30 土

豆腐のまさご揚げ

卵５　片栗粉４　醤油１　酒0.5
作り方）豆腐は軽く押しておく、人参はみじん切りに

　　　　する

豆腐50　 鶏ミンチ１５　ちりめんじゃこ２

　　　　ボールに挽肉と豆腐、人参、ちりめん、調味料を

　　　　小判型にまとめ160℃から170℃の油で揚げる

　　　　入れ、よく混ぜる



　　　　　

　　


