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　☆保育所の行事、材料等の都合により献立を変更することがあります

米、○ホットケーキ粉、○三温糖、○くり
の甘露煮、○無塩バター、マカロニ、○
生クリーム、小麦粉、油、パン粉、○砂
糖

ブロッコリー、たまねぎ、えのきた
け、にんじん、コーン缶、赤ピーマ
ン、ねぎ

ごはん　　　　魚の酢豚風
春雨サラダ　　　青菜スープ

保育乳
さつまいものケーキ
オレンジ

保育乳、白身魚（キング）、豚肉、○
卵、○牛乳、○チーズ

米、○さつまいも、○ホットケーキ
粉、○無塩バター、はるさめ、砂
糖、揚げ油、片栗粉、○砂糖、ごま
油

○オレンジ、たまねぎ、にんじん、こまつ
な、えのきたけ、きゅうり、パイン缶、
ピーマン、黒きくらげ、干ししいたけ

キャロットライス　　マカロニグラタン
ブロッコリーサラダ　　豆腐スープ

麦ごはん　　　おかか納豆
ブロッコリーひじき炒め　　鮭の北海汁

保育乳
スウィートポテト
黄桃

保育乳、さけ、挽きわり納豆、豚
肉、ｲﾅﾑﾄﾞｩﾁみそ、○卵

○さつまいも、米、じゃがいも、○三
温糖、○無塩バター、○生クリー
ム、押麦、油

○もも缶、ブロッコリー、にんじん、
だいこん、たまねぎ、長ねぎ、ひじき

文　化　の　日

勤 労 感 謝 の 日

ビビンバ
豆腐スープ　　　みかん

保育乳
ミートトースト

保育乳、豚肉、沖縄豆腐、○鶏ひき
肉、○ピザ用チーズ、みそ

昆布ごはん　コロッケ
豚汁

みそ焼きおにぎり
保育乳

豚肉、みそ、保育乳 米、じゃがいも にんじん、ごぼう、塩こんぶ

あわごはん　　　魚のみそ焼き
クーブイリチー　　　豆腐すまし汁

保育乳
シラス野菜かき揚げ
オレンジ

保育乳、白身魚（キング）、沖縄豆
腐、三枚肉、みそ、油揚げ、○しら
す干し

保育乳
抹茶ケーキ

保育乳、調製豆乳、沖縄豆腐、○
卵、鶏もも肉、○調製豆乳、ツナ油
漬缶

米、○小麦粉、○揚げ油、こんにゃ
く、あわ、砂糖、油、白ごま、ごま油

○オレンジ、○かぼちゃ、にんじん、こま
つな、えのきたけ、○たまねぎ、○コー
ン缶、刻みこんぶ、切り干しだいこん

ごはん　　鶏と厚揚げケチャップ煮
ナムル　　　キャベツすまし汁

保育乳
紅芋ちんすこう
かき

保育乳、鶏もも肉、厚揚げ、ツナ油
漬缶

米、○小麦粉、○三温糖、○ラー
ド、砂糖、油、○紅芋、ごま油

○かき、にんじん、キャベツ、たまね
ぎ、こまつな、えのきたけ、生しいた
け、切り干しだいこん、ひじき

米、○食パン、ごま油、白ごま、○
三温糖、砂糖

みかん、こまつな、にんじん、もやし、
コーン缶、キャベツ、○たまねぎ、○に
んじん、ねぎ、にんにく、しょうが

カレーうどん
ちくわイソベ揚げ　ブロッコリーツナ和え

保育乳
おかかシラスおにぎり
キャンディチーズ

保育乳、豚肉、ちくわ、○しらす干
し、ツナ油漬缶、チーズ

ゆでうどん、○米、小麦粉、揚げ
油、○砂糖、○白ごま

たまねぎ、にんじん、ブロッコリー、
ピーマン、しめじ、あおのり

わかめおにぎり
鶏と春雨のスープ

鶏もも肉 米、はるさめ キャベツ、にんじん、コーン缶、わか
めふりかけ

麦ごはん　　豆腐の中華煮
納豆みそ　　　大根スープ

保育乳
サーターアンダギー
りんご

保育乳、厚揚げ、挽きわり納豆、豚
肉、○卵、みそ、ツナ油漬缶

米、○小麦粉、○砂糖、○揚げ油、
押麦、砂糖、油、○ラード、片栗粉

○りんご、だいこん、にんじん、こまつ
な、キャベツ、しめじ、たけのこ（ゆで）、
ねぎ、干ししいたけ、しょうが

☆  お 弁 当 会   ☆
保育乳
パンプキンケーキ
クラッカー

保育乳、○調製豆乳 ○生クリーム、小麦粉 ○かぼちゃ、○たまねぎ、○クリー
ムコーン缶

ごはん　　　　肉じゃが
おかか和え　　　わかめみそ汁

保育乳
ピザトースト

保育乳、豚肉、みそ、○ピザ用チー
ズ、○ツナ油漬缶

米、○食パン、じゃがいも たまねぎ、キャベツ、にんじん、こまつ
な、えのきたけ、○たまねぎ、○ピーマ
ン、○コーン缶、ねぎ、カットわかめ

ごはん　　　　沖縄風煮付け
青菜みそ汁　　　しらす佃煮

麦茶
ピラフおにぎり

厚揚げ、ウインナー、○豚肉、み
そ、しらす干し

○米、米、砂糖、白ごま とうがん、こまつな、にんじん、○に
んじん、○たまねぎ、えのきたけ、
○ピーマン、○コーン缶、こんぶ

ドライカレー
みかん　ウインナー

どら焼き
保育乳

豚ひき肉、保育乳、小豆、ウイン
ナー

米、ホットケーキ粉 みかん、たまねぎ、にんじん、ピー
マン、にんにく

ごはん　　　魚フライ
もずくチャンプルー　　ポテトスープ

保育乳
ストーンクッキー
みかん

保育乳、白身魚（キング）、豚肉、○
卵、油揚げ、○牛乳

米、じゃがいも、○小麦粉、○無塩
バター、○砂糖、油、片栗粉、○
コーンフレーク

○みかん、キャベツ、えのきたけ、
もずく、にんじん、たまねぎ、こまつ
な、○レーズン、カットわかめ

あわごはん　　　鶏のみそ焼き
切り干し大根の和え物　　五目汁

保育乳
芋かりんとう
りんご

保育乳、鶏もも肉、豚肉、油揚げ、
みそ

○さつまいも、米、○黒砂糖、○揚
げ油、あわ、砂糖、○白ごま、白ご
ま、ごま油

○りんご、にんじん、だいこん、こま
つな、ごぼう、長ねぎ、切り干しだい
こん

ごはん　　　肉とうふ煮
ナムル　　　　キャベツみそ汁

保育乳
ちんびん
かき

保育乳、沖縄豆腐、○調製豆乳、
豚肉、みそ、油揚げ、○卵

米、○小麦粉、しらたき、○黒砂
糖、○油、砂糖、ごま油、油

○かき、キャベツ、長ねぎ、もやし、
にんじん、こまつな、しめじ、生しい
たけ、ひじき

ごはん　　　鶏のパイン煮
キャベツのツナ和え　　冬瓜みそ汁

保育乳
マカロニのカレー煮

保育乳、鶏手羽肉、豚肉、○鶏ひき
肉、みそ、ツナ油漬缶

米、○マカロニ、砂糖、○油 とうがん、○たまねぎ、キャベツ、パ
イン缶、にんじん、こまつな、○にん
じん、しめじ、○にんにく

野菜みそラーメン　　鶏肉の照り焼き
みかん

ヨーグルト
わかめおにぎり

ヨーグルト、鶏もも肉、豚肉、みそ ゆで中華めん、○米、砂糖、○白ご
ま

みかん、キャベツ、もやし、にんじ
ん、コーン缶、赤ピーマン、にら、○
わかめふりかけ、しょうが

豚と野菜ｼｮｳｶﾞ焼きどんぶり
みそ汁

ラスク
バナナ
保育乳

豚肉、保育乳 米、油、砂糖、片栗粉、食パン バナナ、たまねぎ、にんじん、こまつ
な、しめじ、しょうが

ベジタブルカレー　　ウィンナー
ブロッコリーサラダ

保育乳
黒糖蒸しケーキ
りんご

保育乳、豚肉、ウインナー、○調製
豆乳、○卵

米、○ホットケーキ粉、じゃがいも、
○油、○黒砂糖

○りんご、たまねぎ、にんじん、ブ
ロッコリー、かぼちゃ、ピーマン

保育乳、豚肉、白身魚（キング）、ツ
ナ油漬缶、○牛乳

米、○小麦粉、○無塩バター、○三
温糖、片栗粉、砂糖、揚げ油、油

オレンジ、○パイン缶、にんじん、こまつ
な、きゅうり、ヤングコーン、赤ピーマ
ン、切り干しだいこん、黒きくらげ、しょう
が

保育乳、厚揚げ、鶏もも肉、豚ひき
肉、大豆水煮、○プレーンヨーグル
ト、○卵、みそ

米、○強力粉、○無塩バター、○三
温糖、油、砂糖

○かき、たまねぎ、キャベツ、こまつな、
もやし、にんじん、しめじ、○マーマレー
ド、たけのこ（ゆで）、ピーマン、しょうが

日付 献立名

ごはん      　厚揚げそぼろ煮
おかか和え　　　　鶏肉スープ

保育乳
ジャムスコーン
かき

中華どんぶり
切干大根の和え物　　オレンジ

保育乳
ショートブレッド
パイン缶


