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苗　　間　　保　　育　　園　　献　　立　　表

ケチャップライ
ス

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

ベイクドポテト 七分つき米　もち米　きな粉　きび
砂糖　食塩

スナップエンド
ウ　牛乳

ゆでうどん　豚肉(もも)　たまねぎ
人参　こまつな　油揚げ　だし節
油　きび砂糖　食塩　しょうゆ

七分つき米　豚肉(もも)　たまねぎ
人参　じゃがいも　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　小
麦粉　油　野菜ブイヨン

にんじん蒸しパ
ン

食パン　小麦粉　マーガリン　きび
砂糖　こまつな　人参　ココア　グ
ラニュー糖 板ずりきゅうり

焼きのり
きゅうり　食塩牛乳

もやしのナム
ル

かぶの甘酢漬
け　牛乳

かぶ　食塩　きび砂糖　酢
板ずりきゅう
り　牛乳

きゅうり　食塩

ベイクドポテト

スナップエンド
ウ　牛乳

こいのぼりメ
ロンパン

切り干し大根

みかん

麦茶

鶏の照り焼き

果物　麦茶
もやし　ほうれんそう　人参　酢
しょうゆ　きび砂糖　ごま油 麦茶

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 せんべい

鶏もも肉（皮付き）　しょうゆ　本
みりん　酒

かじきの唐揚
げ

かじき しょうゆ みりん 片栗粉 油 果物

さつま芋ごは
んおにぎり

七分つき米　さつまいも紅あずま
本みりん　食塩　黒ごま

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

茶飯おにぎり
七分つき米　しょうゆ　酒　食塩
きび砂糖

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

果物　麦茶 果物　麦茶

みそ汁　麦茶
だいこん　こまつな　油揚げ　みそ
煮干だし汁

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

豚汁
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　みそ　油揚げ

すき焼風煮
はくさい　たまねぎ　人参　豚肉(も
も)　焼き豆腐　しらたき　きび砂糖
本みりん　しょうゆ

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

豆腐のサラダ

みそ汁
かぼちゃ　生わかめ　みそ　煮干だ
し汁

みそ汁
はくさい　こまつな　油揚げ　みそ
煮干だし汁

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

そぼろごはん

ボーロ 22 30 せんべい

七分つき米　鶏ひき肉　きび砂糖
しょうゆごはん 七分つき米 竹の子ごはん

七分つき米　たけのこ　油揚げ　き
び砂糖　食塩　しょうゆ 焼きそば 赤飯　果物

七分つき米　もち米　ささげ　食塩
黒ごま 酢飯　果物 七分つき米　酢　砂糖　塩

麦茶

25 せんべい 26 ビスケット 27 せんべい 28

七分つき米　もち米　きな粉　きび
砂糖　食塩

牛乳 牛乳 牛乳
おやつ昆布
牛乳

チーズ　牛乳

ホットケーキ　チーズ　きび砂糖　 さつまいも紅はるか せんべい

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 果物　麦茶

ジャムパン 食パン　いちごジャム じゃがいも　食塩　油

かじき しょうゆ みりん 片栗粉 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

かぼちゃの甘
煮

かぼちゃ　きび砂糖　食塩

黄な粉おはぎ

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
コーン缶　きび砂糖　酢　しょうゆ 果物　麦茶

鮭の塩焼き さけ　食塩 麻婆豆腐

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

鶏のさっぱり
煮

鶏ウィング　鶏もも肉　にんにく
しょうが　きび砂糖　酢　しょうゆ

ハンバーグ
こふきいも

豚ひき肉、たまねぎ、食塩、こしょ
う、パン粉、ながいも、油、中濃
ソース、ケチャップ
じゃがいも、食塩、あおのり

かじきの唐揚
げ

だいこん　人参　じゃがいも　木綿
豆腐　油揚げ　みそ　煮干だし汁

キャベツと
コーンのスー
プ

キャベツ　コーン缶　食塩　野菜ブ
イヨン

豚汁　麦茶
豚肉(もも) だいこん人参 ごぼう ねぎ
じゃがいも こんにゃく 木綿豆腐 だ
し節 米みそ こまつな

七分つき米　食塩　グリンピース
食塩 ごはん　果物 七分つき米

みそ汁　麦茶
だいこん　こまつな　生わかめ　木
綿豆腐　煮干だし汁　みそ

中華スープ
豚肉(もも)　たまねぎ　キャベツ　人
参　こまつな　はるさめ　食塩
しょうゆ　野菜ブイヨン

みそ汁　麦茶

せんべい 23 せんべい

ごはん　果物 七分つき米 ごはん 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米 ピースごはん

18 せんべい 19 胚芽クッキー 20 せんべい 21 クラッカー 22

牛乳 麦茶

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

豆乳わらびも
ち

豆乳　片栗粉　きび砂糖　きな粉 せんべい

かぶの甘酢漬
け　牛乳

かぶ　食塩　きび砂糖　酢 牛乳
板ずりきゅう
り　牛乳

きゅうり　食塩

麦茶

さつま芋ごは
んおにぎり

七分つき米　さつまいも紅あずま
本みりん　食塩　黒ごま ピザパン

食パン　ピザ用チーズ　ケチャップ
豚ひき肉　ピーマン 茶飯おにぎり

七分つき米　しょうゆ　酒　食塩
きび砂糖

果物　麦茶 果物　麦茶 果物　麦茶 果物　麦茶 なし 果物　麦茶

さつまいも紅あずま　油　きび砂糖
しょうゆ　黒ごま

ほうれんそう
ともやしのの
り和え

ほうれんそう　もやし　しょうゆ
油　かつお節　焼きのり

白菜ときのこ
のスープ

はくさい　えのきたけ　食塩　野菜
ブイヨン

果物

けんちん汁
鶏むね肉　木綿豆腐　人参　だいこ
ん　ごぼう　さといも　こんにゃく
ねぎ　油　食塩　しょうゆ　だし節

豚汁
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）　油揚げ

すき焼風煮
はくさい　たまねぎ　人参　豚肉(も
も)　焼き豆腐　しらたき　きび砂糖
本みりん　しょうゆ

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

大学芋

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 カレーライス

せんべい

そぼろごはん
七分つき米　鶏ひき肉　きび砂糖
しょうゆ

みそ汁
かぼちゃ　生わかめ　みそ　煮干だ
し汁

みそ汁
はくさい　こまつな　油揚げ　みそ
煮干だし汁

ごはん 七分つき米 竹の子ごはん
七分つき米　たけのこ　油揚げ　き
び砂糖　食塩　しょうゆ 肉うどん

生姜焼きごは
ん

15 せんべい 16

チーズ 牛乳 麦茶

せんべい11 せんべい 12 ビスケット 13

牛乳 牛乳 牛乳
おやつ昆布
牛乳

チーズ蒸しパン

麦茶パック

ジャムパン 食パン　いちごジャム じゃがいも　食塩　油 ホットケーキ　チーズ　きび砂糖　 黄な粉おはぎ

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

さつまいも紅はるか せんべい

きゅうり　食塩 果物　麦茶

豚ひき肉、たまねぎ、食塩、こしょ
う、パン粉、ながいも、油、中濃
ソース、ケチャップ
じゃがいも、食塩、あおのり

鶏の照り焼き
果物　麦茶

鶏もも肉（皮付き）　しょうゆ　本
みりん　酒

野菜スープ
ハンバーグ
こふきいも

みそ汁　麦茶

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

かぼちゃの甘
煮

かぼちゃ　きび砂糖　食塩 果物　麦茶
キャベツとも
やしの三杯酢

板ずりきゅう
り

鮭の塩焼き さけ　食塩 麻婆豆腐

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

鶏のさっぱり
煮

鶏ウィング　鶏もも肉　にんにく
しょうが　きび砂糖　酢　しょうゆ

だいこん　こまつな　生わかめ　木
綿豆腐　煮干だし汁　みそ

中華スープ
豚肉(もも)　たまねぎ　キャベツ　人
参　こまつな　はるさめ　食塩
しょうゆ　野菜ブイヨン

みそ汁　麦茶
だいこん　人参　じゃがいも　木綿
豆腐　油揚げ　みそ　煮干だし汁

キャベツと
コーンのスー
プ

せんべい

キャベツ　コーン缶　食塩　野菜ブ
イヨン

けんちん汁

七分つき米 ピースごはん
七分つき米　食塩　グリンピース
食塩 わかめごはん

鶏むね肉　木綿豆腐　人参　だいこ
ん　ごぼう　さといも　こんにゃく
ねぎ　油　食塩　しょうゆ　だし節

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

ごはん　果物 七分つき米 ごはん 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米　炊き込みわかめ

クラッカー 8 せんべい

麦茶

4 せんべい 5 胚芽クッキー 6 せんべい 7 9

せんべい

果物　麦茶

豚汁
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　みそ

五目鶏飯

2 せんべい

七分つき米　鶏むね肉　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

土曜日

1

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日

ふかしさつま芋

ふかしさつま芋チーズ蒸しパン

にんじん蒸しパ
ン

たいよう組　手巻き寿司パーティー

豚汁　麦茶
豚肉(もも) だいこん人参 ごぼう ねぎ
じゃがいも こんにゃく 木綿豆腐 だ
し節 米みそ こまつな

鶏の照り焼き 鶏むね肉　しょうゆ　みりん　酒

ボーロ


