
令和４年度

ごはん 米 ハイハイン・牛乳 ごはん 米 マンナウエハース・牛乳
さわらの香り焼き さわら・醤油・酒・砂糖・みりん・にんにく・生姜・ごま カレイのねぎ焼き カレイ・ねぎ・醤油・酒・みりん

れんこんの梅マヨサラダ れんこん・人参・胡瓜・梅干し・マヨネーズ・醤油・ごま・かつお節 じゃが丸くん・牛乳 きんぴらごぼう ごぼう・人参・ごま油・醤油・酒・砂糖・ごま おからココアボール・牛乳
キャベツの味噌汁 キャベツ・油揚げ・玉葱・わかめ・ねぎ・味噌 じゃが芋・塩・片栗粉・バター・もみのり すき焼き風煮 牛もも肉・白滝・白菜・玉葱・大根・人参・醤油・砂糖・酒 おから・バター・砂糖・小麦粉・ココア

くだもの くだもの 干しぶどう

塩あんかけラーメン 中華麺・豚ばら肉・白菜・人参・玉葱・もやし・チンゲン菜・ごま油・生姜 ルヴァン・牛乳 肉味噌スパゲティ スパゲティ・豚挽肉・人参・もやし・玉葱・砂糖・みりん・醤油・味噌・片栗粉ハイハイン・牛乳
醤油・中華だし・酒・塩・片栗粉 ブロッコリーのソテー ブロッコリー・コーン缶・人参・醤油・コンソメ

さつま芋のチーズ焼き さつま芋・ピザチーズ・青のり 焼き味噌おにぎり・牛乳 里芋のごま味噌がらめ 里芋・醤油・酒・砂糖・味噌・ごま 鶏ごぼうむすび・牛乳
かぶとベーコン炒め かぶ・しめじ・ベーコン・バター・酒・醤油・塩 米・味噌・醤油・みりん・砂糖・ごま・ごま油 くだもの 米・もち米・鶏挽肉・ごぼう・人参・醤油

くだもの みりん・油

とろべー・牛乳

ごまきな粉トースト・牛乳
食パン・すりごま・きな粉・砂糖・バター・油

ごはん 米 黒ごまビスケット・牛乳 ビビンバ風ごはん 米・牛挽肉・醤油・にんにく・ごま・砂糖・もやし・ほうれん草・人参・ごま油 おやつ・牛乳
鶏とさつま芋の甘辛煮 鶏もも肉・さつま芋・生姜・醤油・酒・砂糖・みりん わかめの味噌汁 わかめ・玉葱・キャベツ・ねぎ・味噌

チンゲン菜のチョレギサラダ チンゲン菜・竹輪・人参・もみのり・醤油・ごま油・ごま 肉まん・牛乳 くだもの プリン・牛乳
大根の味噌汁 大根・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 小麦粉・ベーキングパウダー・砂糖・塩・ごま油

くだもの 豚挽肉・筍・ねぎ・醤油・生姜・片栗粉 ごはん 米 ルヴァン・牛乳
ガーリックチャーハン 米・豚ミンチ・人参・玉葱・にら・にんにく・ごま油・醤油・中華だし・塩 おやつ・牛乳 ホイコーロー 豚ばら肉・キャベツ・チンゲン菜・味噌・オイスター・醤油・砂糖・片栗粉

具だくさん汁 豆腐・人参・玉葱・ねぎ・じゃが芋・味噌 さつま芋の甘煮 さつま芋・砂糖・醤油 マカロニグラタン・牛乳
くだもの 青りんごゼリー・牛乳 すまし汁 えのき・玉葱・わかめ・ねぎ・豆腐・醤油 マカロニ・ベーコン・玉葱・バター・しめじ・コンソメ

くだもの 塩・小麦粉・牛乳・パン粉・粉チーズ・パセリ粉

誕生会 黒ごまビスケット・牛乳
ごはん 米 アンパンマンせんべい・牛乳 炊き込みおこわ 米・鶏もも肉・しめじ・えのき・エリンギ・塩・醤油・酒・砂糖・ごま油

豚肉の生姜焼き 豚ばら肉・玉葱・生姜・醤油・みりん・砂糖・油 鮭のみりん漬け焼き 鮭・酒・みりん・醤油 柿のチーズケーキ・牛乳
人参きんぴら 人参・えのき・ごま油・砂糖・醤油・ごま 紅茶サブレ・牛乳 チンゲン菜のナムル チンゲン菜・もやし・人参・コーン缶・ごま油・ごま・醤油・砂糖 ホットケーキ粉・柿・砂糖・バター・牛乳

里芋の味噌汁 里芋・玉葱・しめじ・わかめ・ねぎ・味噌 小麦粉・バター・砂糖・紅茶葉 かぶの味噌汁 かぶ・油揚げ・玉葱・わかめ・ねぎ・味噌 クリームチーズ

くだもの くだもの
ごはん 米 マンナウエハース・牛乳
さばの味噌煮 さば・味噌・生姜・砂糖・みりん

納豆和え 納豆・小松菜・キャベツ・人参・ごま油・醤油・砂糖・ごま 里芋コロッケ・牛乳
そうめん汁 そうめん・鶏挽肉・人参・えのき・玉葱・ねぎ・醤油・塩 里芋・玉葱・牛挽肉・コーン缶・塩・小麦粉

くだもの パン粉・ケチャップ・ウスター・砂糖

ごはん 米 干し芋・牛乳 ビーフカレー 米・牛ばら肉・じゃが芋・玉葱・人参・りんご・カレールウ アンパンマンせんべい・牛乳
牛肉とれんこんの炒め物 牛もも肉・れんこん・人参・玉葱・にんにく・醤油・みりん 切干大根のごま酢和え 切干大根・人参・ほうれん草・ツナ・ごま・酢・醤油・砂糖

南瓜の煮物 南瓜・砂糖・醤油 きのこスパゲティ・牛乳 金時豆煮 金時豆・醤油・砂糖 すいとん汁・牛乳
豆腐の味噌汁 豆腐・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 スパゲティ・えのき・しめじ・玉葱・ベーコン くだもの 小麦粉・豆腐・鶏もも肉・白菜・玉葱・人参

くだもの バター・醤油・塩・もみのり 酒・醤油・塩

ぶどうパン ぶどうパン 干しぶどう・牛乳 黒糖パン 黒糖パン マンナウエハース・牛乳
豚肉の香草焼き 豚ロース肉・塩・パン粉・カレー粉・パセリ粉・オリーブ油 チキンチャップ 鶏もも肉・小麦粉・ケチャップ・ウスター・砂糖・みりん

ごぼうサラダ ごぼう・人参・胡瓜・ホタテ缶・酢・砂糖・醤油・ごま たぬきむすび・牛乳 里芋の和風サラダ 里芋・人参・胡瓜・ハム・マヨネーズ・醤油・かつお節・ごま 焼きさばとしその混ぜごはん・牛乳
冬野菜のミネストローネ かぶ・玉葱・人参・白菜・じゃが芋・ベーコン・コンソメ・にんにく・塩・砂糖 米・天かす・醤油・みりん・砂糖・ねぎ かぶのスープ かぶ・人参・えのき・白菜・コーン缶・コンソメ・醤油 米・さば・大葉・生姜・ねぎ・醤油・みりん

くだもの もみのり くだもの ごま

ごはん 米 ルヴァン・牛乳 ミルクちゃんぽんうどん うどん・豚ばら肉・玉葱・チンゲン菜・もやし・人参・醤油・牛乳・中華だし・塩 おやつ・牛乳
塩からあげ 鶏もも肉・酒・塩・中華だし・にんにく・生姜・片栗粉・油 南瓜の塩昆布マヨ 南瓜・塩昆布・マヨネーズ・ごま

もやしのごま和え もやし・人参・胡瓜・醤油・砂糖・ごま 芋あんどら焼き・牛乳 くだもの お芋パン・牛乳
麩の味噌汁 麩・玉葱・えのき・わかめ・ねぎ・味噌 ホットケーキ粉・牛乳・みりん・さつま芋・砂糖

くだもの ごはん 米 干し芋・牛乳
スタミナ丼 米・豚ばら肉・玉葱・人参・砂糖・醤油・酒・生姜・ねぎ・もみのり・ごま おやつ・牛乳 牛肉の大和煮 牛ばら肉・玉葱・人参・生姜・砂糖・醤油・酒

玉葱の味噌汁 玉葱・えのき・油揚げ・わかめ・ねぎ・味噌 切干大根のパリパリ炒め 切干大根・ベーコン・にら・酒・醤油・ごま油 五平もち・牛乳
くだもの いちごロール・牛乳 白菜の味噌汁 白菜・油揚げ・玉葱・わかめ・ねぎ・味噌 米・もち米・味噌・砂糖・みりん・酒

くだもの
ごはん 米 黒ごまビスケット・牛乳 ごはん 米 ハイハイン・牛乳
鶏の黒酢照り焼き 鶏もも肉・醤油・砂糖・みりん・酒・黒酢 鶏レバーの甘辛煮 鶏レバー・ごま油・生姜・醤油・砂糖・酒

切干大根の味噌煮 切干大根・人参・油揚げ・醤油・みりん・砂糖・味噌 抹茶ステックパイ・牛乳 ひじきとさつま芋の煮物 ひじき・さつま芋・油・醤油・砂糖 南瓜ケーキ・牛乳
のっぺい汁 豚ばら肉・里芋・ごぼう・人参・糸こんにゃく・ねぎ・醤油・油 パイ皮・グラニュー糖・抹茶 もやしの味噌汁 もやし・玉葱・人参・わかめ・ねぎ・味噌 ホットケーキ粉・砂糖・南瓜・バター・牛乳

くだもの くだもの
ごはん 米 アンパンマンせんべい・牛乳 ごはん 米 ルヴァン・牛乳
ハンバーグきのこソース 合挽肉・玉葱・パン粉・牛乳・えのき・しめじ・醤油・みりん・砂糖・片栗粉 カレイの幽庵焼き カレイ・みりん・醤油・酒・レモン

ツナサラダ キャベツ・人参・ブロッコリー・ツナ・マヨネーズ・塩 焼き芋・牛乳 マーボー春雨 豚挽肉・春雨・玉葱・人参・生姜・にんにく・酒・中華だし・味噌・片栗粉大学芋・牛乳
ほうれん草の味噌汁 ほうれん草・人参・玉葱・豆腐・ねぎ・味噌 さつま芋 なめこ汁 なめこ・玉葱・キャベツ・わかめ・ねぎ・味噌 さつま芋・油・醤油・みりん・砂糖・水あめ

くだもの くだもの ごま
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みのり乳児保育園
献立名 材料名 朝おやつ　・　午後おやつ
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☆献立内容や材料の変更がある場合がありますので、あらかじめご了承ください。
☆プリン、マヨネーズ、パン類、麺類、加工肉は全て卵不使用のものを使用しています。
☆今月は旬の食材として鮭・さば・きのこ・里芋・南瓜・さつま芋・チンゲン菜・かぶ・ごぼう・りんご・柿などを取り入れています。
☆朝おやつの内容を検討し、アンパンマンビスケット・マンナビスケット・どうぶつビスケットを変更し、新たに干し芋・黒ごまビスケット・
アンパンマンせんべいを取り入れる事としました。
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勤労感謝の日

水

10

木


