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ごはん 果物 麦茶

鮭のパン粉焼
き

鮭のパン粉焼
き

和風スパゲティ

ヨーグルトゼ
リー

スパゲティー ツナ水煮缶 人参 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

牛乳 牛乳

七分つき米　鶏糸切り肉　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　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

ラタトゥユ　

食パン 果物 麦茶

肉団子の甘酢
あん

豚ひき肉 片栗粉 酒 しょうゆ ねぎ 人
参 しょうゆ 酢 砂糖 片栗粉

かぼちゃのそ
ぼろ煮

ミニトマト

牛乳 おやつ昆布

ヨーグルト(無糖)　生クリーム　きび
砂糖　ゼラチン　水　レモン果汁

さつまいも紅あずま　油　しょうゆ
きび砂糖　いりごま

七分つき米　しょうゆ　みりん　か
つお節　とろけるチーズ

にんじん　ごぼう　きび砂糖　本み
りん　しょうゆ　いりごま　ごま油

ココアマーガ
リンパン

食パン　マーガリン　きび砂糖　コ
コア（ピュアココア）

きんぴら

チーズおにぎり 芋けんぴ  牛乳

きゃべつとツ
ナの甘酢あえ

キャベツ　にんじん　ツナ油漬缶
きび砂糖　酢　油

キャベツのご
ま和え

キャベツ 人参 油揚げ きび砂糖 しょ
うゆ いりごま 砂糖 しょうゆ 果物　　麦茶

かじき　片栗粉　油　ケチャップ
中濃ソース　カレー粉　きび砂糖
酢

肉団子の甘酢
あん

豚ひき肉 片栗粉 酒 しょうゆ ねぎ 人
参 しょうゆ 酢 砂糖 片栗粉 豆腐のサラダ

鶏ささ身 人参 きゅうり 木綿豆腐 い
りごま　油　酢　しょうゆ　ごま油

さばの南蛮づ
け

みそ汁　麦茶
木綿豆腐　なめこ　生わかめ　淡色
みそ　煮干だし汁　こまつな

さば　片栗粉　油　きび砂糖　しょ
うゆ　酢　清酒・上撰　水　万能ね
ぎ

みそ汁　麦茶
みそ　煮干だし汁　こまつな　だい
こん　油揚げ

中華風コーン
スープ

クリームコーン缶 たまねぎ 鳥がらだし
食塩 片栗粉 万能ねぎ じゃがいも

すまし汁
たまねぎ しょうゆ かつお節 昆布 生
わかめ えのきたけ ねぎ 焼ふ 食塩

ごはん　果物 七分つき米 七分つき米 焼きそば
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

27 せんべい 28 クラッカー 29 クラッカー 30 胚芽クッキー

牛乳 牛乳

七分つき米　もち米　さつまいも紅
あずま　きび砂糖　食塩

白玉粉、上新粉、絹ごし豆腐、きな
粉、きび砂糖お月見団子 さつま芋おはぎ 豆乳蒸しパン お菓子

小麦粉　ベーキングパウダー　きび
砂糖　油　調製豆乳　蒸し大豆

煮干し　牛乳 麦茶

七分つき米　昆布　人参　油揚げ
しょうゆ

かぼちゃ たまねぎ じゃがいも マー
ガリン 食塩 野菜ブイヨン 牛乳 こ
しょう

きゅうりの
しょうゆ漬け

ごはん 果物 麦茶

きゅうり 食塩 しょうゆ きび砂糖 麦茶
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 浅漬け　麦茶

キャベツ　きゅうり　食塩　にんじ
ん

さけ 食塩 マヨネーズ パン粉 青のり 果物

豚肉(もも)　だいこん　人参　ごぼう
ねぎ　じゃがいも　木綿豆腐　だし
節　米みそ（甘みそ）

鶏のからあげ
鶏もも肉　しょうゆ　しょうが　油
片栗粉

厚揚げと豚肉
のみそ炒め

生揚げ 豚肉 ねぎ 人参 もやし 食塩
酒 みりん しょうゆ きび砂糖 みそ 油

みそ汁　麦茶
みそ　煮干だし汁　生わかめ　こま
つな　だいこん

すまし汁
たまねぎ えのきたけ じゃがいも 生
わかめ しょうゆ かつお節 昆布 食塩

ごはん　果物 七分つき米
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

けんちん汁
麦茶

鶏肉 木綿豆腐 人参 だいこん ごぼう
じゃがいも こんにゃく 油 食塩 しょ
うゆ だし節 ねぎ

豚汁

ごはん　果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米

23 24 せんべい 25 せんべい20 21 ビスケット 22 せんべい

チーズ　牛乳 牛乳 麦茶おやつ昆布 牛乳 牛乳

牛乳　きび砂糖　寒天　みかん缶 お菓子みかん牛乳寒天

果物　麦茶

鶏糸切り肉　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

タンブリング
シチュー

さつまいも紅あずま　油　しょうゆ
きび砂糖　いりごま

ココアマーガ
リンパン

食パン マーガリン きび砂糖 ココア

七分つき米　豚肉(もも)　たまねぎ
人参　かぼちゃ　なす　油　ケ
チャップ　中濃ソース　食塩　野菜
ブイヨン　カレー粉　カレールウ
油　小麦粉

にんじん　キャベツ　きゅうり　も
やし　はるさめ　酢　きび砂糖　ご
ま油　しょうゆ　鶏ささ身

果物　　麦茶 果物　麦茶

夕焼けおにぎ
り

中華サラダ

きんぴら
ごぼう　人参　きび砂糖　本みりん
しょうゆ　いりごま　ごま油

豚肉 たまねぎ なす トマト ズッキー
ニ 油 食塩 野菜ブイヨン ケチャップ

キャベツのご
ま和え

キャベツ 人参 油揚げ きび砂糖 しょ
うゆ いりごま 砂糖 しょうゆ

かぼちゃ　豚ひき肉　きび砂糖
しょうゆ　本みりん　油

さばの南蛮づ
け

さば　片栗粉　油　きび砂糖　しょ
うゆ　酢　酒　万能ねぎ

フライドチキ
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

七分つき米　鶏糸切り肉　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

みそ汁　麦茶
木綿豆腐　なめこ　生わかめ　淡色
みそ　煮干だし汁　こまつな

かぼちゃのポ
タージュ

中華風コーン
スープ

クリームコーン缶 たまねぎ 鳥がらだし
食塩 片栗粉 万能ねぎ じゃがいも

冷やし中華

麦茶

小麦粉　片栗粉　にら　人参　豚肉
油　ごま油　しょうゆ　きび砂糖
酢

七分つき米　もち米　さつまいも紅
あずま　きび砂糖　食塩

なすとかぼ
ちゃのカレー

五目鶏飯

17 せんべい 18 せんべい

かぼちゃ　マーガリン　きび砂糖
小麦粉　片栗粉　食塩

16 せんべい

小麦粉　ベーキングパウダー　きび
砂糖　油　調製豆乳　蒸し大豆

ごはん　果物 七分つき米 七分つき米
生中華めん　卵　きゅうり　いりご
ま　きび砂糖　食塩　しょうゆ　酢
ごま油　鶏ささ身

13 胚芽クッキー 14 せんべい 15 クラッカー

お菓子

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 煮干し　牛乳

チヂミ さつま芋おはぎ
七分つき米　しょうゆ　みりん　か
つお節　とろけるチーズ

麦茶
きゅうりの
しょうゆ漬け

お月様クッキー チーズおにぎり 豆乳蒸しパン

きゅうり 食塩 しょうゆ きび砂糖 麦茶浅漬け　果物 キャベツ　きゅうり　食塩　人参
きゃべつとツ
ナの甘酢あえ

キャベツ　人参　ツナ油漬缶　きび
砂糖　酢　油

板ずりきゅう
り

きゅうり　食塩

さけ 食塩 マヨネーズ パン粉 青のり 果物

豚肉(もも)　だいこん　人参　ごぼう
ねぎ　じゃがいも　木綿豆腐　だし
節　米みそ（甘みそ）

肉じゃが
豚ひき肉　たまねぎ　人参　じゃが
いも　きび砂糖　本みりん　しょう
ゆ　油　いんげん　しらたき

けんちん汁
麦茶

鶏肉 木綿豆腐 人参 だいこん ごぼう
じゃがいも こんにゃく 油 食塩 しょ
うゆ だし節 ねぎ

豚汁

厚揚げと豚肉
のみそ炒め

生揚げ 豚肉 ねぎ 人参 もやし 食塩
酒 みりん しょうゆ きび砂糖 みそ 油

かじき　片栗粉　油　ケチャップ
中濃ソース　カレー粉　きび砂糖
酢

高野豆腐の卵
とじ

鶏肉　たまねぎ　人参　いんげん
凍り豆腐　卵　きび砂糖　しょうゆ
油

果物

すまし汁
たまねぎ えのきたけ じゃがいも　生
わかめ しょうゆ　かつお節　昆布
食塩

みそ汁　果物
みそ　煮干だし汁　こまつな　だい
こん　油揚げ

みそ汁　麦茶
みそ　煮干だし汁　かぼちゃ　生わ
かめ

ごはん　麦茶 七分つき米 ごはん　麦茶 七分つき米 ごはん　果物
梅風味塩ラーメ

ン
七分つき米

11
生中華めん 油 キャベツ ねぎ ｺｰﾝ 食
塩 野菜ﾌﾞｲﾖﾝ 鳥がらだし 酒 こしょう
ごま油 しそ 鶏ささ身 梅干し のり

ごはん　果物 七分つき米
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

せんべい6 せんべい 7 ビスケット 8 ビスケット 9 せんべい 10

チーズ　牛乳

夕焼けおにぎり

牛乳

七分つき米　昆布　人参　油揚げ
しょうゆ

せんべい

みかん牛乳寒天

麦茶

牛乳　きび砂糖　寒天　みかん缶 お菓子

牛乳

和風スパゲティ

果物　　麦茶

鶏のからあげ
鶏もも肉　しょうゆ　しょうが　片
栗粉　油

タンブリング
シチュー

果物　　麦茶
生揚げといん
げんの煮物

生揚げ　いんげん　人参　きび砂糖
しょうゆ　みりん　酒 果物　麦茶

野菜スープ
豚肉 たまねぎ 人参 じゃがいも キャ
ベツ もやし 食塩 野菜ブイヨン

かぼちゃのそ
ぼろ煮

かぼちゃ　豚ひき肉　きび砂糖
しょうゆ　本みりん　油

3

ミニトマト みそ汁　麦茶
みそ　煮干だし汁　生わかめ　こま
つな　だいこん

ごはん　果物 七分つき米 五目鶏飯
生中華めん　卵　きゅうり　いりご
ま　きび砂糖　食塩　しょうゆ　酢
ごま油　鶏ささ身

冷やし中華七分つき米　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

2 せんべい ビスケット 4 せんべい

タコライス

水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 せんべい

苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

かじきのバーベ
キューソース

かじきのバーベ
キューソース

芋けんぴ  牛乳

生姜焼きごはん

生姜焼きごはん

スパゲティー ツナ水煮缶 人参 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

月曜日 火曜日


