
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
タンドリーチキン 鶏肉 牛乳 クロレラ
ひじきのかわりに ひじき　ツナ　絹厚揚げ　インゲン ホーレン草炒め ツナ　ホーレン草　コーン　

コーン 焼おにぎり しめじ　マッシュルーム お菓子
コーンチャウダー 人参　玉葱　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ　南瓜

なすび　大根 フルーツ オレンジ
カレイの変わり焼き カレイ 鮭のミルク煮 鮭　人参　じゃが芋　インゲン

クロレラ カルピス
鶏肉と豆腐の炒め物 鶏挽肉　豆腐　人参　玉葱　葱 金平ごぼう 鶏挽肉　ごぼう　コーン　れんこん

お菓子 ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ 甘食
中華スープ ワカメ　もやし　絹厚揚げ 中華スープ しめじ　南瓜　白菜　もやし

白菜　ニラ　大根 ワカメ　ｶﾆｶﾏ
親子丼 鶏肉　人参　玉葱　しめじ さつま揚げ しらす干し　鶏挽肉　豆腐　

卵　葱 玉葱　ハンペン 牛乳
味噌汁 豆腐　うすあげ　なすび ひじきのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え ひじき　人参　コーン　胡瓜

キャベツ　じゃが芋 お菓子 ハム 豆腐白玉団子
味噌汁 うすあげ　チンゲン菜　もやし

フルーツ りんご 大根　なすび　葱
豚の生姜焼 豚肉　人参　玉葱　葱 柳川丼 牛肉　ごぼう　玉葱　人参　卵

牛乳
人参の白和え 人参　レンコン　コーン 味噌汁 豆腐　うすあげ　キャベツ

インゲン　豆腐 ｳｲﾝﾅｰﾛｰﾙ しめじ　南瓜　ワカメ お菓子
味噌汁 もやし　えのき　ｴﾘﾝｷﾞ　ﾜｶﾒ

大根　さつま芋 フルーツ りんご
味噌ラーメン 豚挽肉　もやし　玉葱　ニラ　コーン タラの甘酢あん タラ　人参　玉葱　ﾋﾟｰﾏﾝ

キャベツ　中華麺 牛乳 牛乳
五目大豆 大豆　人参　インゲン　椎茸　 牛肉とごぼうの炒め物 牛肉　ごぼう　もやし　れんこん

こんにゃく　ホタテ　大根 豆腐ﾄﾞｰﾅﾂ インゲン お菓子
かき玉汁 豆腐　さつま芋　ｷｬﾍﾞﾂ　うすあげ

フルーツ 梨 色板　葱　卵
タラの和風ソース タラ ﾊﾟﾝ negハニーロール

牛乳 ハンバーグ 合挽肉　玉葱 牛乳
ささみサラダ 鶏ささみ　人参　もやし　コーン クリーム煮 ホタテ　ムキエビ　ブロッコリー

胡瓜　ｴﾘﾝｷﾞ お菓子 ｺｰﾝ　しめじ　ｴﾘﾝｷﾞ フルーツポンチ

白菜スープ 白菜　大根　しめじ　絹厚揚げ コンソメスープ 大根　チンゲン菜　南瓜　なすび

玉葱　葱 人参　絹厚揚げ
鶏のパン粉焼き 鶏肉　卵　胡瓜 チャーハン 豚挽肉　ホタテ　コーン　玉葱

牛乳 エリンギ クロレラ
ビーフン 焼豚　ホタテ　ビーフン　エリンギ 切干大根サラダ 切干大根　胡瓜　人参　もやし

ｷｬﾍﾞﾂ　ｺｰﾝ　葱 バナナケーキ ワカメスープ 豚肉　ワカメ　チンゲン菜 チーズケーキ
カレースープ 人参　玉葱　南瓜　しめじ 南瓜　大根　豆腐

なすび　ﾎｰﾚﾝ草 フルーツ 梨
もち米しゅうまい 豚挽肉　椎茸　筍　もち米 鮭の葱焼き 鮭　葱

クロレラ 牛乳
ﾎｰﾚﾝ草の煮びたし しらす干し　ﾎｰﾚﾝ草　人参 マカロニサラダ ハム　マカロニ　人参　コーン

うすあげ　ｴﾘﾝｷﾞ　コーン お菓子 玉葱　胡瓜 アップルパイ
ワカメスープ ワカメ　豆腐　ｷｬﾍﾞﾂ　玉葱 味噌汁 絹厚揚げ　さつま芋　ﾎｰﾚﾝ草

もやし　チンゲン菜 うすあげ　もやし　大根
きつねうどん うどん　うすあげ　人参　玉葱 焼コロッケ 豚挽肉　玉葱　じゃが芋　さつま芋

葱 うずら卵 牛乳
中華大鉢 ハム　豆腐　卵　葱　椎茸

鶏の照り焼き 鶏肉 お菓子 フリアン
大根スープ 大根　人参　えのき

フルーツ バナナ 白菜　ワカメ　なすび
鯛の立田揚げ 鯛 鰆の香り揚げ 鰆　白葱

牛乳 牛乳
春雨サラダ 春雨　ツナ　人参　椎茸　コーン 高野豆腐の卵とじ 鶏挽肉　高野豆腐　人参　椎茸

胡瓜 お好み焼 筍　卵 お菓子
味噌汁 豆腐　大根　うすあげ　玉葱 清　汁 ごぼう　大根　じゃが芋　色板

ワカメ　さつま芋 チンゲン菜　しめじ
パン ワッサンデニッシュ ローストﾁｷﾝ 鶏肉　白葱
ナゲット 鶏挽肉　豆腐 牛乳 スパゲティー 豚挽肉　人参　コーン　玉葱 ジョア
ナムル もやし　ﾎｰﾚﾝ草　大根　人参 しめじ　スパゲティ

コーン お菓子 大根サラダ ホタテ　大根　ごぼう　ツナ ミニメロンパン

コンソメスープ ﾍﾞｰｺﾝ　じゃが芋　なすび ﾎｰﾚﾝ草
チンゲン菜　玉葱　しめじ コンソメスープ 白菜　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　なすび　南瓜　筍　えのき

肉団子 豚挽肉　しいたけ　筍　玉葱
クロレラ

韓国風野菜炒め 牛肉　チンゲン菜　コーン
もやし　錦糸卵 お菓子

大根スープ 大根　ワカメ　豆腐　キャベツ
ごぼう　うすあげ

2 金 15 木

９　月　の　献　立

1 木 14 水

5 月 17 土

3 土 16 金

7 水 21 水

6 火 20 火

9 金 26 月

8 木 23 金

10 土 27 火

12 月 28 水

夕間食はおにぎりです

13 火 29 木

30 金

人参・・・１本　豆腐・・・２００ｇ　　コーン・・・５０ｇ　　ｲﾝｹﾞﾝ・・・５０ｇ　　レンコン・・・８０ｇ

　　みりん・・・１００ｇ　　しょうゆ・・・１００ｇ　　砂糖・・・２０ｇ

人参の白和え

材料を食べやすい大きさに切り調味料を入れて汁けがなくなるまで煮込む
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