
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
鯛の香り揚げ 鯛　白葱 ﾌﾜﾌﾜ焼き 鶏挽肉　ﾊﾝﾍﾟﾝ　豆腐

牛乳 牛乳
春雨サラダ 鶏挽肉　春雨　人参　胡瓜　 ひじきのﾄﾞﾚｯｼﾝｸﾞ和え ハム　ひじき　人参　胡瓜

コーン　玉葱 フロランタン コーン　玉葱 お菓子
味噌汁 豆腐　さつま芋　もやし　 味噌汁 うす揚　ﾎｰﾚﾝ草　さつま芋

チンゲン菜　大根　ワカメ もやし　ごぼう　大根
パン ﾜｯｻﾝﾃﾞﾆｯｼｭ 鮭の味噌ﾐﾙｸ煮 鮭　人参　じゃが芋　インゲン
鶏のきのこｸﾘｰﾑｿｰｽ 鶏肉　しめじ　エリンギ　葱 牛乳 牛乳
南瓜とさつま芋の ハム　南瓜　さつま芋 ﾎｰﾚﾝ草炒め ﾍﾞｰｺﾝ　ﾎｰﾚﾝ草　ｺｰﾝ　しめじ
サラダ コーン　玉葱　胡瓜 お好み焼き ｴﾘﾝｷﾞ ﾐﾆﾒﾛﾝﾊﾟﾝ
コンソメスープ ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　大根　なすび 中華スープ 玉葱　南瓜　チンゲン菜

白菜　筍　えのき もやし　ワカメ　えのき
たこやき風ナゲット 鶏挽肉　干しエビ　豆腐　葱 鶏のパン粉焼き 鶏肉

クロレラ クロレラ
野菜の味噌炒め 豚挽肉　なすび　玉葱　 根菜のきんぴら ごぼう　れんこん　インゲン

ｷｬﾍﾞﾂ　コーン　筍　もやし 豆腐団子 コーン　人参　ツナ お菓子
清　汁 南瓜　大根　ちくわ　絹厚揚げ 南瓜のカレースープ ﾍﾞｰｺﾝ　玉葱　大根　チンゲン菜

ワカメ 　人参 なすび　南瓜
親子丼 鶏肉　人参　玉葱　しめじ　卵 味噌煮込みうどん 豚肉　うどん　人参　大根

ごぼう　玉葱　
味噌汁 豆腐　チンゲン菜　うす揚 ｺｰﾙｽﾛｰｻﾗﾀﾞ キャベツ　コーン　ハム

大根　なすび お菓子 お菓子
フルーツ みかん

フルーツ 梨
ブリのｴｽﾆｯｸ風 ブリ　白葱　セロリ カレイの照り焼き カレイ

牛乳 牛乳
マカロニサラダ ハム　ﾏｶﾛﾆ　人参　胡瓜　 ｴﾘﾝｷﾞと豆腐の炒め物 鶏挽肉　ｴﾘﾝｷﾞ　豆腐　葱

ｺｰﾝ　玉葱 お菓子 コーン　玉葱 ピザトースト
コンソメスープ なすび　大根　じゃが芋 中華スープ 人参　もやし　チンゲン菜

しめじ　ｴﾘﾝｷﾞ　チンゲン菜 絹厚揚　大根　なすび
ｼﾞｬｰｼﾞｬｰ麺 豚挽肉　中華麺　ｺｰﾝ　チンゲン菜 中華大鉢 ハム　卵　豆腐　しいたけ

人参　玉葱　葱 牛乳 玉葱　 牛乳
人参の白和え 人参　ﾚﾝｺﾝ　ｲﾝｹﾞﾝ　ｴﾘﾝｷﾞ 韓国風野菜炒め 豚肉　ｺｰﾝ　チンゲン菜　人参

豆腐 しらす入り 春雨 お菓子
焼おにぎり 清　汁 もやし　南瓜　ごぼう　大根

フルーツ 柿 なすび　しめじ
もち米ｼｭｰﾏｲ 豚挽肉　椎茸　筍　玉葱　もち米 鶏のおろし煮 鶏肉　大根　葱

牛乳 粉拭き芋 じゃが芋 ジョア
ひじきのかわりに ひじき　人参　ｺｰﾝ　ｲﾝｹﾞﾝ 焼きそば 豚肉　焼きそば　キャベツ　

しめじ お菓子 もやし　人参 ﾓﾁﾓﾁﾁｰｽﾞﾊﾟﾝ
春雨スープ 春雨　大根　うすあげ　 白菜スープ 白菜　ワカメ　南瓜　豆腐

カニカマ　チンゲン菜 ワカメ 大根　ｺｰﾝ
ｶﾚｲの変わり焼き カレイ　ハム　玉葱　卵 鮭の味噌ﾏﾖﾈｰｽﾞ 鮭　玉葱

牛乳 牛乳
ナムル風 鶏挽肉　ｺｰﾝ　ﾎｰﾚﾝ草　人参 牛肉春雨の炒め物 牛肉　春雨　人参　大根　葱

もやし お菓子 フルーツポンチ

コーンチャウダー 南瓜　ﾏｼｭﾙｰﾑ　大根　キャベツ 清　汁 色板　豆腐　エリンギ　
エリンギ　クリームコーン チンゲン菜　ごぼう　ワカメ

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 クロレラ
スパゲティー 豚挽肉　玉葱　ｺｰﾝ　しめじ コンソメスープ 豆腐　ﾎｰﾚﾝ草　大根　なすび

スパゲティー 南瓜と豆腐の キャベツ　 お菓子
中華スープ 大根　さつま芋　チンゲン菜 プリン

なすび　絹厚揚げ　筍 フルーツ りんご
中華丼 豚肉　白菜　人参　しめじ ちゃんぽん麺 中華麺　豚挽肉　人参　玉葱

玉葱　葱　うずら卵 キャベツ　もやし　ニラ 牛乳
清　汁 豆腐　うす揚げ　ﾎｰﾚﾝ草 なすびの味噌炒め 鶏挽肉　なすび　大豆　葱

色板　南瓜 お菓子 アップルパイ
フルーツ 梨

フルーツ りんご
鰆の立田揚 鰆 カレイの磯部揚げ カレイ　青のり

牛乳 牛乳
切干大根サラダ ツナ　切干大根　人参　玉葱 ﾌﾞﾛｯｺﾘｰの煮物 ホタテ　豆腐　ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　人参

胡瓜　 お菓子 玉葱　コーン お菓子
味噌汁 もやし　大根　キャベツ　豆腐 味噌汁 うす揚げ　ワカメ　もやし　

ワカメ 　ちくわ 南瓜　チンゲン菜　大根
チャーハン 焼豚　玉葱　コーン　 肉団子　 豚挽肉　筍　しいたけ

ﾏｯｼｭﾙｰﾑ　葱 牛乳 牛乳
五目大豆 大豆　人参　こんにゃく　インゲン 高野の卵とじ 高野豆腐　人参　玉葱　

大根　ツナ ｳｲﾝﾅｰﾛｰﾙ インゲン　卵 ﾁｰｽﾞｹｰｷ
ワカメスープ ワカメ　チンゲン菜　南瓜　なすび 大根スープ 大根　ワカメ　もやし　キャベツ

フルーツ 筍　うす揚　　　　ｵﾚﾝｼﾞ なすび　絹厚揚げ

2 水 17 木

１１　月　の　献　立

1 火 16 水

5 土 19 土

4 金 18 金

8 火 22 火

7 月 21 月

10 木 25 金

9 水 24 木

12 土 28 月

11 金 26 土

ナゲット　　４人分
鶏挽肉　２００ｇ　　豆腐　　１丁　　コンソメ　５ｇ

14 月 29 火

15 火 30 水

材料をすべて混ぜ、オーブン少し焦げ付くまで焼く
お好みでケチャップをかけてもおすすめです。

夕間食はおにぎりです。


