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苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

1 せんべい 2 ビスケット 3 4 胚芽クッキー 5 せんべい 6 せんべい

ごはん　果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米
さつま芋ごは
ん

七分つき米　さつまいも紅あずま　本み
りん　食塩 ケチャップ

ライス

七分つき米　ケチャップ　食塩　野菜ブ
イヨン　きび砂糖　鶏むね肉　たまねぎ
人参　コーン缶沢煮椀　麦茶

豚肉(もも)　人参　ごぼう　たけのこ
だいこん　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
じゃがいも　玉ねぎ　生わかめ　みそ
煮干 みそ汁　麦茶 白菜　人参　油揚げ　みそ　煮干 みそ汁　麦茶

だいこん　えのきたけ　こまつな　油揚
げ　みそ　煮干

さんまの筒煮
さんま　しょうゆ　酒　酢　きび砂糖
しょうが すき焼風煮

白菜　玉ねぎ　人参　豚肉(小間切れ)
きび砂糖　本みりん　しょうゆ　焼き豆
腐　しらたき

つくねハン
バーグ

鶏ひき肉　木綿豆腐　玉ねぎ　ひじき
パン粉　食塩　しょうゆ　本みりん　き
び砂糖　水　片栗粉　ながいも

鶏のさっぱり
煮

鶏ウィング　鶏もも肉　きび砂糖　酢
しょうゆ　にんにく　しょうが 野菜スープ

豚肉(もも)　玉ねぎ　人参　キャベツ
食塩　野菜ブイヨン

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

板ずりきゅうり きゅうり　食塩
れんこんの
きんぴら

れんこん　ごま油　油　きび砂糖　本み
りん　しょうゆ　いりごま 五目豆　果物

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　本みりん　い
んげん

果物　麦茶

じゃがもち じゃがいも　片栗粉　油　きび砂糖　しょうゆ チーズラスク 食パン　マーガリン　粉チーズ ふかしさつま芋 さつまいも紅はるか チヂミ
小麦粉　片栗粉　にら　人参　豚肉(も
も)　油　ごま油　水　しょうゆ　きび
砂糖　酢

お菓子

浅漬け　牛乳 きゅうり　白菜　人参　食塩 煮干し　牛乳 にぼし チーズ　牛乳 チーズ 牛乳 麦茶

8 せんべい 9 クラッカー 10 せんべい 11 ボーロ 12 せんべい 13 せんべい

ごはん 七分つき米 食パン けんちんうどん
ゆでうどん 人参 だいこん ごぼう さと
いも ねぎ　こまつな　こんにゃく 鶏む
ね肉　油揚げ 食塩 しょうゆ だし節  油

ひじきごはん
七分つき米　人参　ごぼう　油揚げ　干
ししいたけ　ひじき　きび砂糖　しょう
ゆ　食塩　酒　いんげん

ごはん　果物 七分つき米 そぼろごはん
七分つき米　鶏ひき肉　きび砂糖　しょ
うゆ　食塩

タンブリング
シチュー

鶏むね肉　玉ねぎ　人参　白菜　油　食
塩　しょうゆ　だし節　小麦粉　卵　水 野菜スープ

豚肉　玉ねぎ　人参　じゃがいも　キャ
ベツ　もやし　食塩　野菜ブイヨン 大学芋

さつまいも紅あずま　油　きび砂糖
しょうゆ　黒ごま

みそ汁
果物　麦茶

だいこん　こまつな　木綿豆腐　煮干
みそ みそ汁　麦茶 みそ　煮干　かぼちゃ　生わかめ 豚汁

豚肉(もも)　だいこん　人参　ごぼう
じゃがいも　木綿豆腐　だし節　みそ
油揚げ

春雨の炒め物
豚ばら肉　はるさめ　玉ねぎ　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

マカロニグラ
タン

マカロニ　鶏むね肉　玉ねぎ　人参
コーン缶　食塩　油　マーガリン　小麦
粉　牛乳　食塩　こしょう　野菜ブイヨ
ン　ピザ用チーズ　あおのり

ブロッコリー ブロッコリー　食塩

果物　麦茶 果物　麦茶 果物　麦茶

鶏の照り焼き
鶏もも肉（皮付き）　しょうゆ　本みり
ん　酒

サバのカレー
揚げ

さば　しょうゆ　小麦粉　カレー粉　食
塩　油 果物

かぼちゃの甘
煮

かぼちゃ　きび砂糖　食塩 切り干し大根
切り干しだいこん　人参　油揚げ　油
本みりん　しょうゆ　きび砂糖　食塩 麦茶

チーズ蒸しパン ホットケーキ　チーズ　きび砂糖　 中華おこわ
七分つき米　もち米　鶏ひき肉　人参
油揚げ　干ししいたけ　油　きび砂糖
食塩　酒　しょうゆ

黄な粉おはぎ
七分つき米　もち米　きな粉　きび砂糖
食塩

きゅうりのしょ
うゆ漬け　牛乳

きゅうり　しょうゆ　きび砂糖　食塩 牛乳 酢ごぼう　牛乳

里芋のベイクド
ポテト　牛乳

さといも　食塩　油
高野豆腐のラス

ク
凍り豆腐　マーガリン　きび砂糖 お菓子

ごぼう　きび砂糖　しょうゆ　酢 おやつ昆布 おしゃぶり昆布 牛乳 麦茶

15 せんべい 16 ビスケット 17 せんべい 18 胚芽クッキー 19 せんべい 20 せんべい

ごはん　果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米 カレーうどん ゆでうどん　豚肉(もも)　玉ねぎ　にん
じん　じゃがいも　かぼちゃ　油　だし
節　しょうゆ　カレールウ　干しうどん
（ゆで）

ごはん　果物 七分つき米
さつま芋ごは
ん

七分つき米　さつまいも紅あずま　本み
りん　食塩 ケチャップ

ライス

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
じゃがいも　玉ねぎ　生わかめ　みそ
煮干だし汁 みそ汁　麦茶 白菜　人参　油揚げ　みそ　煮干 みそ汁　麦茶

だいこん　えのきたけ　こまつな　油揚
げ　みそ　煮干

さんまの筒煮
さんま　しょうゆ　酒　酢　きび砂糖
しょうが すき焼風煮

白菜　玉ねぎ　人参　豚肉(小間切れ)
きび砂糖　本みりん　しょうゆ　焼き豆
腐　しらたき

豆腐のサラダ
鶏ささ身　にんじん　きゅうり　木綿豆
腐　いりごま　油　酢　しょうゆ　ごま
油

つくねハン
バーグ

鶏ひき肉　木綿豆腐　玉ねぎ　ひじき
パン粉　食塩　しょうゆ　本みりん　き
び砂糖　水　片栗粉　ながいも

鶏のさっぱり
煮

鶏ウィング　鶏もも肉　きび砂糖　酢
しょうゆ　にんにく　しょうが 野菜スープ

豚肉(もも)　たまねぎ　人参　キャベツ
食塩　野菜ブイヨン

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

板ずりきゅうり きゅうり　食塩 果物　麦茶
れんこんの
きんぴら

れんこん　ごま油　油　きび砂糖　本み
りん　しょうゆ　いりごま 五目豆　果物

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　本みりん　い
んげん

果物　麦茶

じゃがもち じゃがいも　片栗粉　油　きび砂糖　しょうゆ チーズラスク 食パン　マーガリン　粉チーズ
梅じゃこおにぎ

り
七分つき米　じゃこ　梅干し　白ごま ふかしさつま芋 さつまいも紅はるか チヂミ

小麦粉　片栗粉　にら　人参　豚肉(も
も)　油　ごま油　水　しょうゆ　きび
砂糖　酢

お菓子

チーズ　牛乳 チーズ 牛乳 麦茶浅漬け　牛乳 きゅうり　白菜　人参　食塩 煮干し　牛乳 にぼし 煮豆　牛乳 金時豆　きび砂糖　食塩

22 せんべい 23 24 せんべい 25 ボーロ 26 せんべい 27 せんべい

ごはん 七分つき米 納豆ごはん
七分つき米　納豆　こまつな　焼きのり
しょうゆ　かつお節　水

ひじきごはん
七分つき米　人参　ごぼう　油揚げ　干
ししいたけ　ひじき　きび砂糖　しょう
ゆ　食塩　酒　いんげん

ごはん　果物 七分つき米 そぼろごはん
七分つき米　鶏ひき肉　きび砂糖　しょ
うゆ　食塩

タンブリング
シチュー

鶏むね肉　玉ねぎ　人参　白菜　油　食
塩　しょうゆ　だし節　小麦粉　卵　水

みそ汁 白菜　油揚げ　みそ　煮干
みそ汁
果物　麦茶

だいこん　こまつな　木綿豆腐　煮干
みそ

みそ汁　麦茶 みそ　煮干　かぼちゃ　生わかめ 豚汁
豚肉(もも)　だいこん　人参　ごぼう
じゃがいも　木綿豆腐　だし節　みそ
油揚げ

春雨の炒め物
豚ばら肉　はるさめ　玉ねぎ　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

肉じゃが
豚ひき肉　玉ねぎ　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

鶏の照り焼き
鶏もも肉（皮付き）　しょうゆ　本みり
ん　酒

サバのカレー
揚げ

さば　しょうゆ　小麦粉　カレー粉　食
塩　油

果物

果物　麦茶 果物　麦茶 みかん
かぼちゃの甘
煮

かぼちゃ　きび砂糖　食塩 切り干し大根
切り干しだいこん　人参　油揚げ　油
本みりん　しょうゆ　きび砂糖　食塩 麦茶

チーズ蒸しパン ホットケーキ　チーズ　きび砂糖　 ドーナツ
小麦粉　ベーキングパウダー　きび砂糖
卵　牛乳　バニラエッセンス　油

里芋のベイクド
ポテト　牛乳

さといも　食塩　油
高野豆腐のラス

ク
凍り豆腐　マーガリン　きび砂糖 お菓子

きゅうりのしょ
うゆ漬け　牛乳

きゅうり　しょうゆ　きび砂糖　食塩 牛乳 おやつ昆布 おしゃぶり昆布 牛乳 麦茶

29 せんべい 30 クラッカー

けんちんうどん
ゆでうどん 人参 だいこん ごぼう さと
いも ねぎ　こまつな　こんにゃく 鶏む
ね肉　油揚げ 食塩 しょうゆ だし節  油

食パン　果物 食パン

大学芋
さつまいも紅あずま　油　きび砂糖
しょうゆ　黒ごま

シチュー　麦茶
鶏むね肉　玉ねぎ　人参　じゃがいも
白菜　しめじ　油　牛乳　マーガリン
小麦粉　食塩　野菜ブイヨン　こしょう

ブロッコリー ブロッコリー　食塩
レバーのナポリ

風

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

果物　麦茶 コールスロー
キャベツ　きゅうり　人参　コーン缶
食塩　酢　こしょう　きび砂糖　油

黄な粉おはぎ
七分つき米　もち米　きな粉　きび砂糖
食塩

梅じゃこおに
ぎり

七分つき米　じゃこ　梅干し　白ごま

酢ごぼう　牛乳 ごぼう　きび砂糖　しょうゆ　酢 煮豆　牛乳 金時豆　きび砂糖　食塩

鶏のさっぱり煮

ウィング（手羽元）８本
にんにく １かけ
しょうが １かけ
砂糖 大さじ２
しょうゆ 大さじ２
酢 大さじ２
作り方
１．しょうがとにんにくはスライスしておく。
２．鍋に、１と調味料、ウィングを入れて、ひたひたになるくらい
水を加えて、火にかける。

３．煮立ってきたら弱火にして、クッキングシートなどで落し蓋を
して、時々肉を返しながら、軟らかくなるまで１時間位煮る。

大根やゆで卵などを一緒に煮てもおいしいですよ☆

おかわりも沢山してくれる

人気メニューを紹介します。

簡単なので、ご家庭でも

楽しんでみてください♪

体を温める食材
≪野菜≫しょうが、にんにく、長ネギ、かぼちゃ、ごぼう、れんこん、大根、人参
≪果物≫りんご、みかん、ぶどう
≪肉魚≫鶏肉、赤身の肉、鮭、まぐろ 、さば
≪発酵食品≫納豆、みそ、チーズ、ヨーグルト


