
白菜  ﾍﾞｰｺﾝ  玉ねぎ 人参 ほうれん草  ｺｰﾝ 小麦粉 生ｸﾘｰﾑ 牛乳　ﾊﾞﾀｰ

かみかみ和え りんご ｻｷｲｶ 大根 ｷｬﾍﾞﾂ ごま ごま油 りんご 卵

味噌汁ｸｯｷﾝｸﾞ 里芋 玉ねぎ 人参 豆腐 ねぎ 大根 味噌 ししゃも ほうれん草 ひじき

歯科検診 油揚げ ごま 鶏ﾐﾝﾁ　干ししいたけ

さつま芋 大豆 人参 しいたけ 小麦粉 卵 油 青海苔 イカ ワカメ

りんご

もちつき もち 米 鰹節 のり きなこ 大根 人参 ごま みかん

会

豆腐　豚ﾐﾝﾁ 玉ねぎ 人参　ねぎ 生姜 卵 ごま 油 片栗粉 昆布 煮干

大根 てんぷら ごま 大根葉  じゃこ 油

ごま ちりめんじゃこ

牛肉 玉ねぎ 人参 ばれいし ょ大豆 しめじ ﾆﾝﾆｸ 油 カレールー

サラダ　　ブロッコリー　みかん 白菜 りんご ヨーグルト マヨネーズ みかん チーズ

うどん 中力粉  鶏肉 人参 大根 白菜 ねぎ しいたけ 味噌 油

作り かぶ みかん じゃこ

豆腐　鶏ﾐﾝﾁ　玉ねぎ 人参 しいたけ ねぎ ひじき

ごぼう 鰹節 ごま りんご 食パン ﾊﾞﾀｰ

鶏レバー 片栗粉 油 玉ねぎ人参 ピーマン 里芋 ブロッコリー

かまぼこ　ごま　マヨネーズ　レタス　りんご　ヨーグルト

鶏肉　大根　人参　こんにゃく　里芋　厚揚げ　卵　竹輪　昆布

ほうれん草　えのきだけ　みかん　ごぼう　豚ﾐﾝ　ﾁ玉ねぎ　味噌小麦粉

ゆかり

赤魚　納豆　小松菜　鰹節　のり　ひじき　ごぼう　人参　天ぷら　ごま　

干ししいたけ　さつま芋

きらきら 白菜　大根　人参　しいたけ　エノキ茸　豆腐　ねぎ

お楽しみ会 小麦粉　ﾊﾞﾀｰ　卵　干しぶどう

抹茶 鯵 片栗粉 油 昆布 ｽﾄﾘﾝｸﾞﾁｰｽﾞ 大根 人参 貝割れ レタス 竹輪 ごま

教室 ストリングチーズの和風和え 大豆 ちりめんじゃこ

ベーコン 里芋 人参 ブロッコリー 玉ねぎ かぶ ごぼう カボチャ 合びきﾐﾝﾁ

りんご ｱｰﾓﾝﾄ ﾞ煮干 ごま 油

わかめ

スパゲティ　牛ﾐﾝﾁ 玉ねぎ 人参 トマト缶 ピーマン ケチャップ 油

ひじき 大根 レタス 竹輪 マヨネーズ ブロッコリー チーズ のり

豆腐 玉ねぎ 人参 ニラ 合びきミンチ 卵 ごま 片栗粉 油

ｷｬﾍﾞﾂ 人参 ワカメ ちりめんじゃこ　みかん　雑穀米

レンコン 鶏ﾐﾝﾁ ねぎ人参 片栗粉 生姜 豆腐 ｷｬﾍﾞﾂ 赤玉ねぎ

油 きゅうり 竹輪 ごま レタス プルーン

牛肉 白菜 大根 白ねぎ 糸こんにゃく 厚揚げ 卵 金時豆

みかん　

さくらえ保育園平成３０年度

わかめおにぎり

ミルク

ｶﾝﾊﾟﾝ･ﾁｰｽﾞ

おやつ

牛乳

せいかつはっぴょうかい
白菜とベーコンのクリーム煮牛乳

ホットケーキ

　　　　　　　　＊献立は材料の都合により変更することがあります

２８ 金
牛乳 すき焼き風煮　　金時豆 牛乳

あられ みかん せんべい

２７ 木
牛乳 れんこんボール　和風サラダ ミルク

みかん ワカメの当座煮　　レタス ﾌﾟﾙｰﾝ・ﾋﾞｽｹｯﾄ

２６ 水
牛乳 豆腐の五目揚げ　　 お茶

ボーロ ｷｬﾍﾞﾂの甘酢和え　　　みかん 雑穀おにぎり

２５ 火
牛乳 スパゲティミートソース ミルク

クラッカー ひじきサラダ　　ブロッコリー のり巻ﾁｰｽﾞ

２２ 土 おやつ

２１ 金
牛乳 和風ポトフ　　　かぼちゃの ミルク

昆布 そぼろ煮　　りんご ｱｰﾓﾝﾄﾞｶﾙｼｳﾑ

カップケーキ

２０ 木
牛乳

りんご

　　なべパーティー

お茶

やこめおにぎり

鯵のからあげ　　　昆布巻き

あられ ひじききんぴら　 蒸し芋

１９ 水
牛乳 ミルク

ミルク

１７ 月

１８ 火
牛乳 赤魚の塩焼き　納豆和え　　

　おべんとうのひ ヨーグルトチーズ

１５ 土

ごまじゃこおにぎり

牛乳

煮干

カレーライス　　白菜とﾘﾝｺﾞの

おやつ

１４ 金
牛乳 ミルク

りんご ｺﾞﾎﾞｳ味噌蒸しﾊﾟﾝ 

おでん　　ほうれん草とエノキの

酢ごぼう　　りんご ケーキ

１３ 木
牛乳 レバーのカレー炒め　里芋の ミルク

ﾖｰｸﾞﾙﾄ ごまサラダ　レタス　りんご おかき

火
牛乳

ビスケット みかん 夕焼けおにぎり

１２ 水
牛乳 ミルク　

トースト

味噌ちゃんこうどん　かぶの酢物 お茶

８ 土

炒り豆腐　　ひじきの煮物

ゆかりおにぎり

１０ 月

１１

７ 金
牛乳 マーボー豆腐　昆布と大根の煮物 お茶

クラッカー みかん 大根葉おにぎり

６ 木
牛乳 お雑煮　　きなこ餅　酢餅 ミルク

ボーロ もみじ和え　みかん せんべい

５ 水
牛乳 さつま芋のコロコロ揚げ　 ミルク

プルーン イカとワカメの酢物　　りんご 昆布・あられ

１ 土

３ 月

４ 火

材　　料

お茶

チーズ ほうれん草の胡麻和え

朝おやつ

牛乳 旬菜みそ汁　　焼きししゃも

ひじきおにぎり

かんぱん

ミルク

日 曜日 行事
１．２才

献　　立

　　１２　月　の　献　立

午後おやつ


