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じゃがいも　油　トマト　たまねぎ
ケチャップ　中濃ソース　食塩　バ
ジル粉　セージ粉

スパゲティー ツナ 人参　ツナ油煮缶
えのきたけ たまねぎ ピーマン にん
にく 油 しょうゆ 食塩 こしょう 焼き
のり

ホットケーキ　人参　りんご濃縮果
汁　きび砂糖　油　ベーキングパウ
ダー

ホットケーキ　人参　りんご濃縮果
汁　きび砂糖　油　ベーキングパウ
ダー

苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

しらすチーズ
おやき

にんじん蒸しパン

七夕ゼリー
牛乳

根菜ハンバー
グ

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 せんべい 2 3 せんべい

ゆでうどん　豚ひき肉　たまねぎ
人参　きゅうり　きび砂糖　しょう
ゆ　みそ　油　ごま油　片栗粉

せんべい

スパゲティ- 豚ひき肉 たまねぎ 人参
ピーマン 干ししいたけ 油 ケチャッ
プ 中濃ソース 食塩 トマト

サラダ寿司 果物

七夕スープ 麦茶 鶏もも肉　しょうが　しょうゆ　片
栗粉　油　さつまいも　人参　大豆
きび砂糖　しょうゆ　酒

さつまいもと
大豆の煮もの

ごはん　果物 七分つき米

じゃがいもとさ
さ身のごま和え

黄な粉おはぎ

和風スパゲティ
ジャージャー

うどん
みそ汁　麦茶

みそ　煮干　こまつな　だいこん
油揚げ

じゃがいも　人参　ブロッコリー
鶏ささ身　いりごま　きび砂糖
しょうゆ

豚ひき肉 ごぼう たまねぎ 食塩 こ
しょう パン粉 油 ソース ケチャップ

キャベツ　コーン缶　食塩　野菜ブ
イヨン

果物 　麦茶
キャベツとも
やしの三杯酢

きゅうり　キャベツ　人参　もやし
コーン　きび砂糖　酢　しょうゆ 果物　　麦茶

七分つき米　もち米　水　きな粉　きび砂糖　食塩 お菓子

ゆでうどん　豚ひき肉　たまねぎ
人参　きゅうり　きび砂糖　しょう
ゆ　みそ　油　ごま油　片栗粉

和風スパゲティ

生姜焼きごは
ん

ジャージャー
うどん

もやしのナムル

麦茶

せんべい 10

きゅうりのしょ
うゆ漬け　牛乳

きゅうり　食塩　しょうゆ　きび砂
糖 牛乳

5 せんべい 6 ボーロ 7 クラッカー 8 胚芽クッキー 9 せんべい

ごはん　果物 七分つき米
七分つき米 きび砂糖 酢 食塩 きゅう
り 食塩 焼きのり ツナ缶 いりごま ごはん　果物 七分つき米 冷麦

冷麦 かつお節 昆布 煮干 きび砂糖 食
塩 しょうゆ みかん缶 きゅうり

板ずりきゅうり

七分つき米　豚バラ肉　豚もも肉
しょうが しょうゆ いりごま ごま油

みそ汁　麦茶
みそ　煮干し　こまつな　だいこん
油揚げ

オクラ　かつお・昆布　しょうゆ
食塩　とうもろこし　はるさめ　麩 みそ汁　麦茶 みそ　煮干　だいこん　油揚げ 具だくさん汁

みそ　だし節　人参　さつまいも
だいこん　木綿豆腐　油揚げ

さばの南蛮づけツナサラダ
ツナ油漬缶　レタス　キャベツ
きゅうり　コーン缶　酢　油　食塩

鶏もも肉 たまねぎ 人参 いんげん 凍
り豆腐 卵 きび砂糖 しょうゆ 油

かじき　本みりん　しょうゆ　片栗
粉　油

さば　片栗粉　油　万能ねぎ　きび
砂糖　しょうゆ　酢　酒 果物

果物　麦茶 きゅうり　食塩 みかんサラダ
みかん缶　レタス　キャベツ　きゅ
うり　食塩　油　酢

もやし ほうれん草 人参 鶏ささ身 酒
酢　しょうゆ きび砂糖 ごま油 果物　麦茶 麦茶

ゆかりおにぎり 七分つき米　ゆかり チヂミ 青りんごゼリー　牛乳　きび砂糖　かんてん じゃがもち じゃがいも　片栗粉　油　きび砂糖　しょうゆ
小麦粉 片栗粉 にら 人参 油 ごま油
しょうゆ きび砂糖 酢

七分つき米　しらす干し　青のり
とろけるチーズ　小麦粉　ごま油 お菓子

スティック野菜
牛乳

きゅうり　マヨネーズ　淡色みそ 牛乳 トウモロコシ 浅漬け　牛乳
キャベツ　きゅうり　だいこん　人
参　食塩 枝豆　牛乳 えだまめ　食塩 麦茶

12 ビスケット 13 せんべい 14 ボーロ 15 せんべい 16 クラッカー 17 せんべい

ごはん　果物 七分つき米 タコライス ごはん　果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米

酢の物　麦茶
きゅうり　食塩　生わかめ　きび砂
糖　酢　じゃこ 中華スープ

豚肉 たまねぎ 人参 たけのこ 春雨 食
塩 しょうゆ 野菜ブイヨン こまつな 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

七分つき米　豚ひき肉　たまねぎ
レタス　トマト　にんにく　しょう
が　油　中濃ソース　ケチャップ
食塩　カレー粉　ピザ用チーズ

ワンタンスー
プ

豚ひき肉 玉ねぎ 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

野菜スープ
豚肉　たまねぎ　人参　じゃがいも
キャベツ　食塩　野菜ブイヨン

麻婆豆腐　麦
茶

豚ひき肉 人参 たまねぎ ねぎ しょうが にんにく
にら 木綿豆腐 干ししいたけ 油 しょうゆ みそ き
び砂糖 食塩 鳥がらだし 片栗粉 ごま油

じゃがいもとさ
さ身のごま和え

じゃがいも　人参　ブロッコリー
鶏ささ身　いりごま　きび砂糖
しょうゆ

さんまの蒲焼
さんま　油　片栗粉　きび砂糖
しょうゆ　酒　水

キャベツ　コーン缶　食塩　野菜ブ
イヨン

チャンプルー
豚肉 にんにく  酒  木綿豆腐   玉ねぎ  人参　もや
し  ごま油  油  しょうゆ  食塩  鳥がらだし 果物　麦茶

板ずりきゅう
り

きゅうり　食塩 果物 　麦茶 浅漬け
キャベツ　きゅうり　だいこん　人
参　食塩 果物　　麦茶

おにぎり(ツナ昆
布)

七分つき米　ツナ油漬缶　塩こんぶ きな粉サンド 食パン　マーガリン　きび砂糖　きな粉
ポテトのトマト
ソースがけ

黄な粉おはぎ にんじん蒸しパン七分つき米　もち米　水　きな粉　きび砂糖　食塩 お菓子

牛乳 おしゃぶり昆布 牛乳
きゅうりのしょ
うゆ漬け　牛乳

きゅうり　食塩　しょうゆ　きび砂
糖

牛乳 麦茶
おやつ昆布
牛乳

じゃがいも　油　トマト　たまねぎ
ケチャップ　中濃ソース　食塩　バ
ジル粉　セージ粉

スパゲッティ
ミートソース

高野豆腐の卵と
じ

かじきのから揚
げ

大豆　豚肉　たまねぎ　人参　ホー
ルトマト缶詰　水　野菜ブイヨン
食塩　ケチャップ　砂糖　油　マー
ガリン

19 胚芽クッキー 20 ビスケット 21 せんべい 22 23 24 せんべい

ごはん　果物 七分つき米 バターピラフ
七分つき米  鶏ひき肉  たまねぎ  人
参  コーン  マーガリン 食塩  野菜ブ
イヨン

ごはん　果物 七分つき米
七分つき米　豚バラ肉　豚もも肉
しょうが しょうゆ いりごま ごま油

みそ汁　麦茶 みそ　煮干　だいこん　油揚げ 野菜スープ
豚肉　たまねぎ　人参　キャベツ
もやし　食塩　野菜ブイヨン みそ汁　麦茶

みそ　煮干だし汁　こまつな　だい
こん　油揚げ 具だくさん汁

みそ　だし節　人参　さつまいも
だいこん　木綿豆腐　油揚げ

さば　片栗粉　油　万能ねぎ　きび
砂糖　しょうゆ　酢　酒

ポークビーンズ
豚ひき肉 ごぼう たまねぎ 食塩 こ
しょう パン粉 油 ソース ケチャップ

もやし ほうれん草 人参 鶏ささ身 酒
酢　しょうゆ きび砂糖 ごま油 果物　　麦茶

キャベツとも
やしの三杯酢

きゅうり キャベツ にんじん もやし
コーン缶 きび砂糖 酢 しょうゆ

さばの南蛮づけ

麦茶

根菜ハンバーグ 果物

じゃがもち じゃがいも　片栗粉　油　きび砂糖　しょうゆ ゆかりおにぎり 七分つき米　ゆかり 大学かぼちゃ かぼちゃ　油　きび砂糖　しょうゆ　黒ごま お菓子

浅漬け　牛乳
キャベツ　きゅうり　だいこん　人
参　食塩

スティック野菜
牛乳

きゅうり　マヨネーズ　淡色みそ 煮干し 牛乳 麦茶

26 ビスケット 27 せんべい 28 せんべい 29 せんべい 30 ボーロ 31 せんべい

ごはん　果物 七分つき米 タコライス 食パン　果物 七分つき米　ケチャップ　食塩　野
菜ブイヨン　きび砂糖　鶏もも肉
たまねぎ　人参　コーン缶

食パン 冷麦
冷麦 かつお節 昆布 煮干 きび砂糖 食
塩 しょうゆ みかん缶 きゅうり ごはん　果物 七分つき米

生姜焼きごはん

ケチャップ
ライス

酢の物　麦茶
きゅうり　食塩　生わかめ　きび砂
糖　酢　じゃこ

じゃが芋のポ
タージュ

たまねぎ じゃが芋 マーガリン 食塩
野菜ブイヨン 牛乳 こしょう 中華スープ

さつまいもと
大豆の煮もの

ワンタンスープ フライドチキン 麻婆豆腐 麦茶

豚肉 たまねぎ 人参 たけのこ 春雨 食
塩 しょうゆ 野菜ブイヨン こまつな

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

野菜スープ
豚肉(もも)　たまねぎ　人参　じゃが
いも　キャベツ　食塩　野菜ブイヨ
ン

鶏肉 しょうが にんにく 食塩 酒 こ
しょう 油 小麦粉 レモン果汁 しょう
ゆ

豚ひき肉 人参 たまねぎ ねぎ しょうが にんにく
にら 木綿豆腐 干ししいたけ 油 しょうゆ みそ き
び砂糖 食塩 鳥がらだし 片栗粉 ごま油

七分つき米　しらす干し　青のり
とろけるチーズ　小麦粉　ごま油

野菜スープ
豚肉(もも)　たまねぎ　人参　じゃが
いも　キャベツ　食塩　野菜ブイヨ
ン

チャンプルー
豚肉 にんにく  酒  木綿豆腐   玉ねぎ  人参　もや
し  ごま油  油  しょうゆ  食塩  鳥がらだし 果物　麦茶 板ずりきゅうり

豚肉 玉ねぎ なす トマト ズッキーニ
油 食塩 野菜ブイヨン ケチャップ 果物　麦茶

おにぎり(ツナ昆
布)

七分つき米　ツナ油漬缶　塩こんぶ きな粉サンド 食パン　マーガリン　きび砂糖　きな粉 トウモロコシ

牛乳 おしゃぶり昆布
せんべい
牛乳

枝豆　牛乳
おやつ昆布
牛乳

えだまめ　食塩 牛乳 麦茶

七分つき米　豚ひき肉　たまねぎ
レタス　トマト　にんにく　しょう
が　油　中濃ソース　ケチャップ
食塩　カレー粉　ピザ用チーズ

ポテトのトマト
ソースがけ

お菓子
しらすチーズ

おやき

スパゲティー ツナ 人参　ツナ油煮缶
えのきたけ たまねぎ ピーマン にん
にく 油 しょうゆ 食塩 こしょう 焼き
のり

ラタトゥユ 麦茶

鶏もも肉　しょうが　しょうゆ　片
栗粉　油　さつまいも　人参　大豆
きび砂糖　しょうゆ　酒

キャベツと
コーンのスー

プ

もやしのナムル

キャベツと
コーンのスー

プ

きゅうり　食塩 果物　麦茶


