
ﾋﾟｸﾆｯｸ さつま芋　ロールパン　油　黄粉

ﾃﾞｰ

鯵 片栗粉 油 豚肉 レタス 人参 貝割れ 大根 きゅうり ﾆﾝﾆｸ

昆布巻き 生姜 黒ゴマ ごま油 昆布巻き 煮干 りんご

十五夜 卵 芽ひじき 人参 鶏ﾐﾝﾁ ごぼう 油揚げ 油 かまぼこ

エノキ茸 しめじ 豆腐 ネギ 団子の粉 きなこ

川柳 豚肉 なす 玉ねぎ ピーマン 赤パプリカ 黄パプリカ

教室 油 味噌 きゅうり ｼﾞｬｺ ﾁｰｽﾞ ごま 青海苔

いか ごぼう こんにゃく 人参 ピーマン キャベツ わかめ

竹輪　じゃが芋 油

梅　じゃこ

JA 卯の花 ごぼう 人参 玉ねぎ ネギ 干ししたけ 油揚げ 鶏ﾐﾝﾁ

芋ほり そうめん瓜 きゅうり ちりめんじゃこ

抹茶 豚ﾐﾝﾁ 豆腐 玉ねぎ 人参 生姜 味噌 卵ｹ ﾁｬｯﾌﾟ 片栗粉

教室 梨 ひじき 煮干 厚揚げ 油揚げ  こんにゃく 人参 ｲﾝｹﾞﾝ 椎茸

鶏ﾐﾝﾁ 人参 干し椎茸 しめじ まいたけ 赤魚 卵 片栗粉 油 玉ねぎ ﾏﾖﾈｰｽﾞ

キャベツ キュウリ 赤玉ねぎ 竹輪 ゴマ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ さつま芋 ﾊﾞﾀｰ ﾚｰｽﾞﾝ

鶏レバー ニラ 玉ねぎ ﾆﾝﾆｸ かぼちゃ 人参 きゅうり コーン りんご ﾊﾑ

ﾏﾖﾈｰｽﾞ あらめ 煮干 油揚げ マカロニ 黄粉

さつま芋 玉ねぎ 人参 小麦粉 かぼちゃ 小麦粉 いか ワカメ

酢の物　　りんご ピーマン きゅうり 長芋 油

ﾁｬｲﾙﾄﾞ 豆腐 鶏ﾐﾝﾁ 卵 玉ねぎ しいたけ 人参 ネギ 油 切り昆布

ｻｯｶｰ さつま芋 大豆 じゃこ 片栗粉

味噌汁 豚肉 さつま芋 人参 玉ねぎ ごぼう しいたけ こんにゃく

クッキング 小松菜の胡麻和え 小松菜 人参　ゴマ　わかめ　さんま　大根

まごは 鯖　生姜　大豆　人参　昆布　こんにゃく　いんげん

やさしい食 芽ひじき　えのき茸　ネギ　小麦粉　牛乳　さつま芋

ごぼう　鶏肉　玉ねぎ　人参　ピーマン　片栗粉　油

ほうれん草　ピーナツ

鶏肉　ばれいしょ　玉ねぎ　人参　大豆　しめじ　ﾆﾝﾆｸ　かぼちゃ　

ｶﾚｰﾙｰ ﾏｶﾛﾆきゅうり キャベツ ﾘﾝｺ ﾞﾊﾑ ブロッコリー

秋の

遠足

豚肉 玉ねぎ ピーマン ケチャップ 片栗粉 油揚げ キャベツ きゅうり 人参

ゴ マ鰹節 ごま油 マヨネーズ 大豆

牛肉 玉ねぎ 人参 糸こんにゃく いんげん 納豆 小松菜

鰹節 ごぼう ｺﾞﾏ 卵

0.1才 鶏肉 大豆 さつま芋 人参 ほうれん草 柿 大根 ごま

参観日

塩昆布

さば缶  玉ねぎ 人参 小麦粉 椎茸 ねぎ ごぼう ツナ缶

マヨネーズ ほうれん草 ゴﾏ 味噌 マヨネーズ 金時豆 ちりめんじゃこ

ﾍﾞｰｺﾝ スパゲティ  しいたけ  ｼﾒｼ ﾞ 玉ねぎ ほうれん草  椎茸  人参

鶏ｻｻﾐ  白菜  ﾊﾟｾﾘ  ブロッコリー  鰹節

＊献立は材料の都合により変更することがあります

牛乳

ﾖｰｸﾞﾙﾄ

ミルク鯵のから揚げ　　ポークサラダ

りんご

ミルクマーボー豆腐　ひじきの五目煮

ﾌﾟﾙｰﾝ・ｸﾗｯｶｰ

ビスケット

ｶﾙｼｳﾑおにぎり

お茶

３０ 月

３１ 火

お茶華風スープ　　ごぼうサラダ

金時豆

ブロッコリーのおかか和え

夕焼けおにぎり

ミルク

２８ 土 おやつ

２７ 金
牛乳 鶏肉と大豆の五目煮 ミルク

トースト 柿なます　　みかん ﾁｰｽﾞ・せんべい

２６ 木
牛乳 肉じゃが　　納豆和え ミルク

りんご 酢ごぼう ゆで卵

２５ 水
牛乳 豚肉のワインソース煮　油揚げ

チーズ サラダ　　黄金豆 ヨーグルト

２４ 火
牛乳 ミルク

クラッカー せんべい

２３ 月
牛乳 チキンカレー　マカロニサラダ ミルク

ウエハース ブロッコリー　　りんご 煮干・あられ

昆布・おかき

２１ 土 ごまじゃこおにぎりおやつ

ボーロ 芽ひじきの当座煮 芋蒸しﾊﾟﾝ

２０ 金
牛乳 チキンごぼう　ほうれん草の ミルク

１８ 水

１９ 木
牛乳 鯖のゴマ揚げ　大豆の五目煮

梨

１７ 火
牛乳 炒り豆腐　さつま芋と昆布の ミルク

おかき 煮物　梨 大豆とｼﾞｬｺの照り煮

ゆかりおにぎり

１６ 月
牛乳 ミルク

プルーン かんぱん

野菜のかき揚げ　　いかとわかめの

ミルク

蒸し芋 サラダ　　あらめの煮物 黄粉ﾏｶﾛﾆ

鶏レバーの甘辛煮　　かぼちゃ

１４ 土 おやつ

１２ 木
牛乳

１３ 金
牛乳

ウエハース さつま芋茶巾

１０ 火
牛乳 卯の花炒り　そうめんうりの酢物 ミルク

ぶどう りんご

１１ 水

７ 土 おやつ 梅じゃこおにぎり

６ 金
牛乳 いかと野菜の甘辛煮　キャベツの ミルク

甘酢和え　　りんご ポテトフライ

お月見だんご

５ 木
牛乳 なすとﾋﾟｰﾏﾝの味噌炒め お茶

りんご きゅりの磯和え　　オレンジ

３ 火

４ 水
牛乳 十五夜どんぶり　　すまし汁

かんぱん 梨

朝おやつ

２ 月
牛乳 さつま芋ごはんのおにぎり ミルク

チーズ バナナ きなこ揚げパン

１０　月　の　献　立

平成２９年度 さくらえ保育園

日 曜日 行事
１．２才

献　　立 午後おやつ 材　　料

のり巻ﾁｰｽﾞ

おべんとうの日

たんじょうかい

お茶

ﾜｶﾒおにぎり

旬菜味噌汁　　さんまの炭火焼き

ミルク

ピーナツ和え　　みかん

昆布おにぎり

ミルク

クラッカー

きのこスパゲティー　　野菜ｽｰﾌﾟ

牛乳

煮干

牛乳

牛乳

せんべい

牛乳

ｼﾞｬｶﾞﾊﾞﾀｰ

昆布


