
　　 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
ハヤシライス 牛肉　人参　玉葱　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ 鯛の竜田揚げ 鯛

牛乳
白菜スープ 白菜　筍　えのき　豆腐　ワカメ お菓子 すき焼風煮 豆腐　牛肉　ホタテ　人参　玉葱

糸こんにゃく　白菜 マーブル
フルーツ りんご 味噌汁 南瓜　えのき　キャベツ　筍　もやし パウンドケーキ

葱
鰆の西京焼き 鰆 鶏の照り焼き 鶏肉

牛乳 牛乳
白菜と春雨の煮こみ 豚ミンチ　人参　白菜　春雨 五目白和え 豆腐　人参　油揚げ　レンコン

葱 ﾊﾟﾝｹｰｷ ほうれん草　 お菓子
コンソメスープ 南瓜　ｷｬﾍﾞﾂ　しめじ　茄子　筍 清汁 豚肉　さつま芋　ごぼう　白菜

玉葱　葱
ﾊﾟﾝ クリームエスカルゴ パン ベアロール

牛乳 グラタン マカロニ　鶏肉　ホタテ　玉葱 牛乳
きのこのキッシュ 卵　人参　玉葱　ｴﾘﾝｷ　しめじ ほうれん草　チーズ

ﾍﾞｰｺﾝ お菓子 ホイコーロー 豚肉　キャベツ　ピーマン しろふわクッキー

焼ﾋﾞｰﾌﾝ ﾋﾞｰﾌﾝ　ホタテ　筍　ｷｬﾍﾞﾂ　ニラ コンソメスープ 豆腐　さつま芋　白菜　しめじ
ワカメスープ ワカメ　白菜　大根　油揚げ　茄子　葱 筍　葱
鶏のおろし煮 鶏肉　大根　葱 鶏の甘酢あん 鶏肉　椎茸　筍　ピーマン

牛乳 牛乳
ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ ｷｬﾍﾞﾂ　人参　玉葱　ハム　胡瓜 カレー肉じゃが 牛肉　人参　玉葱　じゃが芋

コーン ﾌﾙｰﾂｾﾞﾘｰ 糸こんにゃく　インゲン　葱 マヨネーズパン

味噌汁 豆腐　さつま芋　ごぼう　もやし 大根スープ 大根　キャベツ　ベーコン　もやし

えのき　竹輪 えのき
タラのパン粉焼き タラ　卵　ハム　玉葱 スズキの洋風焼 スズキ　筍　ピーマン　コーン

牛乳 粉チーズ クロレラ
ほうれん草のソテー ほうれん草　人参　ｴﾘﾝｷﾞ　ホタテ 豆腐の中華煮 豚ミンチ　豆腐　ホタテ　白菜

コーン スフレｹｰｷ 椎茸　筍 大学芋
コーンスープ じゃが芋　ｷｬﾍﾞﾂ　大根　えのき 味噌汁 チンゲン菜　ワカメ　油揚げ

ﾏｯｼｭﾙｰﾑ 南瓜　茄子　葱
豚肉と厚揚げの味噌炒め 豚肉　厚揚げ　椎茸　人参　筍 カレーうどん うどん　牛肉　人参　玉葱　じゃが芋

ﾋﾟｰﾏﾝ　白菜　ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ　葱 ｸﾛﾚﾗ 葱
春雨サラダ 春雨　ささみ　玉葱　胡瓜　コーン ツナサラダ 大根　キャベツ　ツナ　コーン お菓子

お菓子
清汁 ワカメ　ｷｬﾍﾞﾂ　南瓜　竹輪 フルーツ オレンジ

茄子
きつねうどん うどん　人参　玉葱　すしあげ カレイの照り焼き カレイ

葱 牛乳
ひじきの煮物 鶏ミンチ　ひじき　筍　インゲン お菓子 キャベツと豚肉のトマト煮 豚肉　キャベツ　トマト　大豆水煮

コーン マドレーヌ
フルーツ バナナ 清汁 ワカメ　厚揚げ　チンゲン菜　もやし

茄子　葱
鮭のコーンﾏﾖﾈｰｽﾞ焼 鮭　コリームコーン　粉チーズ チャーハン 焼豚　人参　玉葱　ホタテ

牛乳 マッシュルーム　コーン 牛乳
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ炒め 牛肉　人参　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ｴﾘﾝｷﾞ 高野豆腐の卵とじ 高野豆腐　鶏ミンチ　椎茸

お菓子 ブロッコリー　筍　卵 お菓子
味噌汁 豆腐　白菜　玉葱　大根　油揚げ コンソメスープ 南瓜　大根　茄子　キャベツ

葱 カニカマ
煮こみうどん うどん　豚肉　人参　玉葱　 味噌カツ 豚肉　

しめじ　えのき　白菜 牛乳 牛乳
大根サラダ 大根　ｷｬﾍﾞﾂ　ホタテ　ツナ マカロニサラダ マカロニ　ツナ　人参　玉葱

コーン　胡瓜 芋っち団子 胡瓜 シフォンケーキ

フルーツ バナナ 春雨スープ 春雨　白菜　えのき　筍　大根
葱

レンコンのつくね焼 鶏ミンチ　レンコン　大葉 タラのピカタ タラ
ジョア 牛乳

ナポリタン ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ　ウインナー　玉葱 根野菜の炒め煮 ごぼう　レンコン　人参　大根
ﾋﾟｰﾏﾝ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　 ﾒﾛﾝﾊﾟﾝ 鶏肉 ポテトパイ

ポテトフライ じゃが芋 清汁 豆腐　油揚げ　ほうれん草　玉葱

コンソメスープ 南瓜　白菜　大根　人参　しめじ 竹輪　葱
豆腐のまさご揚げ 豆腐　ムキエビ　鶏ミンチ　 パン ファイバーロール

ちりめん 牛乳 ハンバーグ 合ミンチ　玉葱　しめじ　 クロレラ
野菜ｿﾃｰ 焼き豚　ブロッコリー　人参　玉葱 チャプチェ 春雨　牛肉　人参　椎茸　錦糸卵

ｷｬﾍﾞﾂ　コーン ホイルケーキ フィナンシェ
ワカメスープ ワカメ　チンゲン菜　茄子　えのき ワカメスープ ワカメ　厚揚げ　茄子　チンゲン菜

油揚げ　大根 えのき
麻婆豆腐 豚ミンチ　豆腐　人参　玉葱 八宝菜 豚肉　白菜　筍　人参　椎茸

筍　椎茸　葱 平天　ムキエビ　うずら卵
お菓子 焼きそば 牛肉　ごぼう　もやし　玉葱 お菓子

中華スープ キャベツ　油揚げ　さつま芋　大根 焼きそば　葱
ワカメ 中華スープ チンゲン菜　マッシュルーム　さつま芋

フルーツ 梨 茄子　筍　

10月の献立

1 土 17 月

3 月 18 火

4 火 19 水

5 水 20 木

6 木 21 金

7 金 22 土

8 土 24 月

11 火 25 火

12 水 26 水

13 木 27 木

14 金 28 金

15 土 30 月

鮭のｺｰﾝマヨネーズ焼き
材料）鮭30g　塩コショウ少々　小麦粉３ｇ　油１g　ﾏﾖﾈｰｽﾞ８ｇ

　　　スイートコーン８ｇ　粉チーズ１ｇ

作り方）鮭に小麦粉をまぶし180℃で15分焼く。

　　　　マヨネーズとｸﾘｰﾑｺｰﾝ、粉チーズを混ぜ鮭にのせ火を通す。



　　　　　

　　　　　

　　







　　　　


