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麦茶

麦茶

スナップエンド
ウ　　牛乳

苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

茶飯おにぎり

そぼろごはん

そぼろごはん

高野豆腐のラスク

きつねごはん

お菓子

もやしのナム
ル

きつねごはん

豆乳蒸しパン

豆乳蒸しパン

スナップえんどう

小麦粉　ベーキングパウダー　きび
砂糖　油　調製豆乳　大豆

切り干し大根
切り干し大根 人参 油揚げ 油 本
みりん しょうゆ きび砂糖食塩

鮭のバター醤
油焼き

さけ　しょうゆ　みりん　バター

豚汁　麦茶
豚肉 大根 人参 ごぼう じゃが芋
こんにゃく 木綿豆腐 だし節 みそ

ごはん 果物 七分つき米

31 せんべい

いんげんまめ　きび砂糖　食塩 煮干し　牛乳
きゅうりの
しょうゆ漬け

きゅうり　食塩　しょうゆ　きび
砂糖 麦茶

七分つき米 水 みそ きび砂糖 しょう
ゆ

焼きいも　牛乳 さつまいも紅あずま お菓子

牛乳 牛乳 煮豆　牛乳

大豆 昆布 こんにゃく 人参  ごぼう れんこ
ん きび砂糖 しょうゆ みりん いんげん 麦茶

ミートマカロニ
マカロニ　豚ひき肉　たまねぎ
人参　ケチャップ　食塩 お好み焼き

小麦粉 キャベツ 豚ひき肉 長芋
油 水 かつお節 中濃ソース

おにぎり（ツ
ナ昆布）

七分つき米　ツナ油漬缶　塩こんぶ 五平もち

果物

かぶの甘酢漬け かぶ　食塩　きび砂糖　酢
きゅうり　食塩　生わかめ　きび
砂糖　酢　じゃこ

コールスロー
キャベツ　きゅうり　人参　コー
ン缶　食塩　酢　きび砂糖　油

千切りキャベ
ツ

キャベツ 五目豆　麦茶

豚肉　ごぼう　じゃがいも　木綿
豆腐　油揚げ　だし節　米みそ

豚肉とじゃが
芋の甘辛炒め

豚肉(もも) 豚肉(ばら) じゃが芋
人参  油 酒 しょうゆきび砂糖

さばのパン
粉焼き

さば　食塩　アレルギーマヨネー
ズ　パン粉　あおのり

レバーのナポ
リ風　麦茶

豚レバー 牛乳 しょうが にんにく
酒　しょうゆ 片栗粉 油 ケチャッ
プ 中濃ソース きび砂糖

じゃが芋 豚ひき肉 たまねぎ コー
ン缶 人参 干ししいたけ 食塩 小
麦粉　 パン粉 油 中濃ソース

さんまの塩焼
き

さんま　食塩

鶏肉 たまねぎ 人参 じゃが芋 はくさ
い しめじ 油 牛乳 マーガリン 油 小
麦粉 食塩 野菜ブイヨン こしょう

みそ汁 果物 はくさい 油揚げ みそ 煮干し
ワンタンスー
プ

豚ひき肉 たまねぎ 人参 もやし ねぎ
ワンタンの皮 食塩 しょうゆ 野菜ブ
イヨン

豚汁

七分つき米  グリンピース　食塩 ごはん　果物 七分つき米
生姜焼きごは
ん

七分つき米 豚肉(ばら､もも) しょうが
しょうゆ いりごま ごま油

豆腐とわかめの
スープ 麦茶

木綿豆腐　生わかめ　しょうゆ
こんぶ　かつお節　食塩

みそ汁　果物
みそ　煮干し　じゃがいも　たま
ねぎ　こまつな シチュー

28 クラッカー 29 せんべい

ごはん  果物 七分つき米
七分つき米　酒　食塩　しょうゆ
油揚げ 食パン 果物 食パン ピースごはん

麦茶

24 せんべい 25 胚芽クッキー 26 せんべい 27 せんべい

スナップえんどう 食塩 チーズ　牛乳
ミニトマト
牛乳

ミニトマト そら豆 牛乳 そらまめ　食塩　食塩 浅漬け　牛乳
キャベツ　きゅうり　食塩　にん
じん

小麦粉　ベーキングパウダー　きび
砂糖　油　調製豆乳　大豆

七分つき米 しょうゆ 酒 食塩 きび砂糖
シュガートー
スト

食パン　マーガリン　きび砂糖 豆乳　片栗粉　きび砂糖　きな粉 凍り豆腐　マーガリン　きび砂糖

切り干し大根
切り干し大根 人参 油揚げ 油 本
みりん しょうゆ きび砂糖　食塩

板ずりきゅう
り

きゅうり　食塩 果物  麦茶 みかん
生揚げといんげ
んの煮物

生揚げ　いんげん　にんじん　き
び砂糖　しょうゆ　みりん　酒

もやし ほうれんそう 人参 酢
しょうゆ きび砂糖 ごま油

鶏ささ身 人参 きゅうり 豆腐 い
りごま 油 酢 しょうゆ  ごま油

さんまの蒲焼
さんま　油　片栗粉　きび砂糖
しょうゆ　酒　水

鶏のさっぱり
煮

鶏ウィング 鶏もも肉(皮付き) きび砂
糖 酢 しょうゆ にんにく しょうが 果物

沢煮椀 麦茶
豚肉 人参 ごぼう たけのこ 大根 干し
しいたけ　しょうゆ　食塩　だし節
油　こまつな

みそ汁 麦茶
みそ　煮干し　こまつな　だいこ
ん　油揚げ けんちん汁

鮭のバター醤
油焼き

さけ　しょうゆ　みりん　バター
春雨の炒め物
麦茶

豚肉 はるさめ たまねぎ 人参  ピーマ
ン 干ししいたけ たけのこ にんにく
しょうが しょうゆ 鳥がらだし　野菜
ブイヨン　食塩　油　ごま油

豆腐のサラ
ダ

豚汁　麦茶
豚肉 大根 人参 ごぼう じゃが芋
こんにゃく 木綿豆腐 だし節 みそ

具だくさん汁
鶏肉 人参 大根 たまねぎ こまつ
な みそ だし節 さつまいも すまし汁

たまねぎ かつお節 こんぶ 生わか
め　なめこ　焼ふ  しょうゆ 食塩

焼きそばめん　豚肉 人参 もやし
キャベツ 食塩 中濃ソース 焼きそ
ばソース

ごはん 果物 七分つき米 赤飯   果物
七分つき米　もち米　水　ささげ
食塩　いりごま

七分つき米　鶏ひき肉　きび砂糖
しょうゆ

クラッカー 21 せんべい 22 せんべい

ごはん 果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米 焼きそば

きゅうり 食塩 しょうゆ きび砂糖 麦茶

17 せんべい 18 せんべい 19 ビスケット 20

お菓子

牛乳 牛乳 牛乳 煮干し　牛乳
きゅうりのしょ
うゆ漬け

果物　麦茶

ミートマカロニ
マカロニ　豚ひき肉　たまねぎ
人参　ケチャップ　食塩 お好み焼き

小麦粉 キャベツ 豚ひき肉 長芋
油 水 かつお節 中濃ソース

こいのぼり
メロンパン

五平もち
七分つき米 水 みそ きび砂糖 しょう
ゆ

焼きいも　牛乳 さつまいも紅あずま

さんま　食塩
タンブリング
シチュー

かぶの甘酢漬け かぶ　食塩　きび砂糖　酢
きゅうり　食塩　生わかめ　きび
砂糖　酢　じゃこ 果物　麦茶

ひじきのサラ
ダ  麦茶

ツナ油漬缶 ひじき レタス キャベツ きゅ
うり きび砂糖 酢 しょうゆ ごま油 コーン
缶

五目豆　麦茶
大豆 昆布 こんにゃく 人参  ごぼう れんこ
ん きび砂糖 しょうゆ みりん いんげん

ワンタンスー
プ

豚ひき肉 たまねぎ 人参 もやし ねぎワン
タンの皮 食塩 しょうゆ 野菜ブイヨン

豚肉とじゃが
芋の甘辛炒め

豚肉(もも) 豚肉(ばら) じゃが芋
人参  油 酒 しょうゆきび砂糖

さば　食塩　アレルギーマヨネー
ズ　パン粉　あおのり

さつまいもと
大豆の煮もの

豆腐の揚げ団
子

豆腐 鶏ひき肉 長芋 れんこん ねぎ いりご
ま 酒 しょうゆ 食塩 こしょう 片栗粉 きび
砂糖  みりん 酒　片栗粉 水

さんまの塩焼
き

七分つき米 五目鶏飯

せんべい

豆腐とわかめの
スープ 麦茶

木綿豆腐　生わかめ　しょうゆ
こんぶ　かつお節　食塩

みそ汁　果物
みそ　煮干だし汁　じゃがいも
たまねぎ　こまつな みそ汁 果物 みそ 煮干し キャベツ 油揚げ

ごはん  果物 七分つき米
七分つき米　酒　食塩　しょうゆ
油揚げ

ピースごはん 七分つき米 グリンピース 食塩 ごはん　果物

15

浅漬け　牛乳 キャベツ きゅうり 食塩 人参 麦茶

せんべい10 せんべい 11 胚芽クッキー 12 13 せんべい 14 クラッカー

凍り豆腐　マーガリン　きび砂糖 お菓子

麦茶 チーズ　牛乳

もやし ほうれんそう 人参 酢
しょうゆ きび砂糖 ごま油 果物　麦茶

お菓子 七分つき米 しょうゆ 酒 食塩 きび砂糖

果物　麦茶 果物　麦茶

キャベツとコー
ンのスープ

鶏のさっぱり
煮

鶏ウィング 鶏もも肉(皮付き) きび砂
糖 酢 しょうゆ にんにく しょうが

キャベツ　コーン缶　食塩　野菜
ブイヨン

赤飯   果物七分つき米 豚肉 たまねぎ 人参
じゃが芋 かぼちゃ にんにく 油
カレー粉   ケチャップ 中濃ソー
ス カレールウ 食塩 野菜ブイヨン

七分つき米　鶏ひき肉　きび砂糖
しょうゆ

みそ汁 麦茶
みそ　煮干だし汁　こまつな　だ
いこん　油揚げ

5 6 せんべい 7

スナップエンド
ウ　　牛乳

七分つき米 鶏糸切り肉(皮付き)
人参 ごぼう 油揚げ 干ししいたけ
油 きび砂糖 食塩 酒 しょうゆ

鶏糸切り肉(皮付き) たまねぎ 人
参　キャベツ 油 食塩 しょうゆ
だし節 小麦粉 片栗粉 水

1 土曜日 4

五目鶏飯

タンブリング
シチュー

せんべい

食パン　小麦粉　マーガリン　きび
砂糖　こまつな　にんじん　ココア
（ピュアココア）　グラニュー糖

七分つき米 鶏糸切り肉(皮付き) 人参
ごぼう 油揚げ 干ししいたけ 油 きび
砂糖 食塩 酒 しょうゆ

鶏糸切り肉（皮付き）　木綿豆腐
にんじん　だいこん　食塩　しょ
うゆ　だし節　油揚げ

豆乳わらびもち

せんべい 8

七分つき米　もち米　水　ささげ
食塩　いりごま

もやしのナム
ル

茶飯おにぎり

鶏糸切り肉(皮付き) たまねぎ 人
参　キャベツ 油 食塩 しょうゆ
だし節 小麦粉 片栗粉 水

けんちん汁

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

酢の物　麦茶

酢の物　麦茶

手作りコロッ
ケ　　麦茶

カレーライス

鶏糸切り肉（皮付き）　木綿豆腐
にんじん　だいこん　食塩　しょ
うゆ　だし節　油揚げ

高野豆腐のラスク

さばのパン粉焼き

けんちんうどん ゆでうどん　鶏糸切り肉　にんじん
だいこん　ごぼう　さといも　こん
にゃく　油揚げ　ねぎ　油　食塩
しょうゆ　だし節　こまつな

鶏もも肉（皮付き）　しょうが
しょうゆ　片栗粉　油　さつまい
も紅あずま　にんじん　大豆　き
び砂糖　しょうゆ　酒


