
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
ブリのｴｽﾆｯｸ風 ブリ　セロリ　白葱 タラのﾏﾖﾈｰｽﾞ焼 タラ　玉葱　ハム

牛乳 牛乳
ﾌﾞﾛｯｺﾘｰのｸﾘｰﾑ煮 ホタテ　鶏挽肉　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　玉葱 挽肉と茄子の炒め物 豚挽肉　なすび　コーン　ｷｬﾍﾞﾂ

ｺｰﾝ　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ お菓子 ピザパイ
コンソメスープ ｷｬﾍﾞﾂ　じゃが芋　人参　しめじ かきたま汁 卵　人参　ｶﾆｶﾏ　じゃが芋

ちくわ　絹厚揚げ 白菜　大根　筍
ｼﾞｬｰｼﾞｬｰ麺 豚肉　中華麺　玉葱　チンゲン菜 サンドウィッチ サンドウィッチ用パン　ｲﾁｺﾞｼﾞｬﾑ　チョコバター

もやし　コーン 牛乳 焼きそば 豚肉　焼きそば　ｷｬﾍﾞﾂ　もやし　葱 牛乳
ﾎｰﾚﾝ草の煮びたし しらす干　ﾎｰﾚﾝ草　うす揚げ　 唐揚げ 鶏肉

えりんぎ　人参 マドレーヌ 大根サラダ ホタテ　胡瓜　大根　ｷｬﾍﾞﾂ　ｺｰﾝ お菓子
ｺｰﾝﾁｬｳﾀﾞｰ 人参　玉葱　しめじ　なすび　絹厚揚げ　ｷｬﾍﾞﾂ

フルーツ りんご ﾌﾙｰﾂｾﾞﾘｰ みかん缶
焼コロッケ 豚挽肉　じゃが芋　さつま芋 肉団子 豚挽肉　筍　椎茸　玉葱

玉葱　うずら卵 クロレラ クロレラ
根菜の炒め物 ごぼう　レンコン　コーン ｶﾘﾌﾗﾜｰと大豆の煮もの ﾍﾞｰｺﾝ　ｶﾘﾌﾗﾜｰ　大豆　人参

人参　ｲﾝｹﾞﾝ　ツナ 甘食 こんにゃく　ｺｰﾝ お菓子
コーンチャウダー しめじ　南瓜　大根　なすび コンソメスープ 大根　チンゲン菜　しめじ

ｷｬﾍﾞﾂ　ｸﾘｰﾑｺｰﾝ缶 なすび　絹厚揚げ　ｷｬﾍﾞﾂ
ハヤシライス 牛肉　人参　玉葱　しめじ 鮭の味噌ミルク煮 鮭　人参　じゃが芋　インゲン

牛乳
味噌汁 豆腐　ワカメ　チンゲン菜 ｷｬﾍﾞﾂと豚肉の中華炒め 豚肉　ｷｬﾍﾞﾂ　ｴﾘﾝｷﾞ　ﾋﾟｰﾏﾝ　ｺｰﾝ

もやし　大根　えのき お菓子 ホットク
清　汁 豆腐　大根　なすび　ごぼう

フルーツ オレンジ 竹輪　南瓜
鮭のゴマ風味焼 鮭 カレーうどん 牛肉　うどん　人参　玉葱

牛乳 じゃが芋　しめじ　葱 牛乳
ひじきのかわりに ツナ　ひじき　人参　玉葱 白菜のトロトロ煮 ホタテ　豚挽肉　白菜　なすび

ｺｰﾝ　インゲン ﾁｰｽﾞﾏﾌｨﾝ コーン ｱｯﾌﾟﾙﾊﾟｲ
味噌汁 豆腐　大根　なすび　ワカメ

もやし　ﾎｰﾚﾝ草 ﾌﾙｰﾂ バナナ
パン ﾜｯｻﾝﾃﾞﾆｯｼｭ カレイのﾄﾏﾄｿｰｽ カレイ　ﾄﾏﾄﾎｰﾙ　玉葱　ｲﾝｹﾞﾝ　なすび

ハンバーグ 合挽肉　玉葱 牛乳 牛乳
ホーレン草のソテー ツナ　ﾎｰﾚﾝ草　ｺｰﾝ　人参 ささみのゴマサラダ ささみ　人参　胡瓜　ｺｰﾝ　もやし

えりんぎ　 焼おにぎり 豆腐団子
ｺﾝｿﾒｽｰﾌﾟ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　筍　大根　じゃが芋 味噌汁 豆腐　うす揚げ　大根　チンゲン菜

チンゲン菜　 南瓜　ﾜｶﾒ
ローストチキン 鶏肉 もち米シュウマイ 豚挽肉　しいたけ　玉葱　筍

ジョア クロレラ
ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ ﾊﾑ　ｷｬﾍﾞﾂ　胡瓜　ｺｰﾝ　 人参の白和え 人参　れんこん　ｲﾝｹﾞﾝ　ｺｰﾝ
スパゲティー 豚挽肉　ｽﾊﾟｹﾞﾃｨ　玉葱　しめじ プリン 豆腐 お菓子
南瓜のｶﾚｰｽｰﾌﾟ 南瓜　ｽﾞｯｷｰﾆ　なすび　うす揚げ 大根ｽｰﾌﾟ 鶏挽肉　大根　ﾜｶﾒ　もやし

人参　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ ﾎｰﾚﾝ草　ｶﾆｶﾏ
カレイのあんかけ カレイ　かにかま　葱　卵 鰆の香揚げ 鰆　白葱

クロレラ 牛乳
ビーフン 鶏挽肉　ホタテ　人参　玉葱　 牛肉と春雨の炒め物 牛肉　春雨　玉葱　ｺｰﾝ　

しめじ　ﾋﾞｰﾌﾝ　 お菓子 ｲﾝｹﾞﾝ　人参 お菓子
清　汁 豆腐　うす揚げ　さつま芋　平天 味噌汁 豆腐　もやし　うす揚げ　南瓜

ごぼう　ワカメ ｷｬﾍﾞﾂ　なすび
味噌ﾗｰﾒﾝ 焼豚　中華麺　もやし　 パン ｸﾘｰﾑｴｽｶﾙｺﾞ

チンゲン菜　玉葱 ｸﾞﾗﾀﾝ ﾎﾀﾃ　ﾂﾅ　ﾏｶﾛﾆ　玉葱　しめじ 牛乳
五目大豆 大豆　人参　ｺｰﾝ　こんにゃく コーン　ﾎｰﾚﾝ草

ｲﾝｹﾞﾝ お菓子 ﾎﾟｰｸﾋﾞｰﾝｽﾞ 豚挽肉　大豆　人参　なすび お好み焼き
ｲﾝｹﾞﾝ　

フルーツ みかん ｺｰﾝﾁｬｳﾀﾞｰ ﾍﾞｰｺﾝ　南瓜　大根　ｷｬﾍﾞﾂ　ｴﾘﾝｷﾞ

鰆のみそ焼き 鰆 ピラフ 鶏挽肉　玉葱　ｺｰﾝ　しめじ
牛乳 葱　ﾏｯｼｭﾙｰﾑ 牛乳

韓国風野菜炒め 豚肉　春雨　チンゲン菜 マカロニサラダ ハム　ﾏｶﾛﾆ　人参　胡瓜　ｷｬﾍﾞﾂ
コーン　人参 もちもち コンソメスープ 大根　なすび　チンゲン菜　 ﾁｰｽﾞｹｰｷ

ワカメスープ ワカメ　もやし　豆腐　うす揚げ ﾁｰｽﾞﾊﾟﾝ ｶﾆｶﾏ　じゃが芋　ﾜｶﾒ
えのき　ごぼう フルーツ りんご

鶏のパン粉焼 鶏肉　卵　玉葱　胡瓜 鶏のつくね煮 鶏肉　大葉　玉葱
ﾀﾙﾀﾙｿｰｽ 牛乳 牛乳
葱ｿｰｽナムル風 ﾎｰﾚﾝ草　もやし　ツナ　大根 もやしサラダ ハム　もやし　人参　胡瓜

14 白葱 お菓子 錦糸卵 お菓子
味噌汁 豆腐　人参　色板　ﾁﾝｹﾞﾝ菜 清　汁 豆腐　うす揚げ　南瓜　ワカメ

南瓜　ワカメ 大根　ｴﾘﾝｷﾞ
ｽｸｴｱﾊﾞｰｸﾞ 合挽肉　ｺｰﾝ　玉葱　ｱｽﾊﾟﾗ

ピザ用ﾁｰｽﾞ 牛乳
切干大根サラダ 切干大根　人参　胡瓜　ツナ

ｷｬﾍﾞﾂ　 お菓子
中華スープ さつま芋　絹厚揚 　ホーレン草

大根　もやし　ﾜｶﾒ

木

切干大根サラダ
材料（　４人分）　切干大根・・４０g　胡瓜・・１本　　ツナ・・１缶　ﾎｰﾙｺｰﾝ・・７０g
調味料A  ﾏﾖﾈｰｽﾞ・・７０g　合わせ味噌・・１０g　　砂糖・・１０g　醤油・・小２/1  作
り方　　１切干大根はたべやすい長さに切り、しばらく水に付けた後そのまま戻し汁でさっ
と茹で水洗いし水気をしぼる。　　２。ツナは油切りする。胡瓜はせん切りし塩もみして、
しんなりしたらよく水洗いし水気を絞る。　　３、ﾎﾞｰﾙに１と２とﾎｰﾙｺｰﾝを入れ調味料Aを
加えて混ぜ合わせる。
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