
２０２２年 ４月 献 立 表 保育所ちゃお

・毎週火曜日は十六雑穀米ごはんを炊いています。

・食材、調味料はすべて国産を使用しています。鰹節からだしをとって調理をしています。

・お味噌汁は具沢山にしています。

・アレルギーのある子には、代わりの食材で対応します。

・マヨネーズ、ドレッシングは手作りしています。

・献立は人数、仕入れによって変更することがあります。

・３時のおやつ、毎日手作りおやつです。（土曜日、祝日除く）

日 曜 主 食 献 立

１ 金 ごはん みそ汁(豆腐 わかめ 大

根 ねぎ)

鶏肉の味噌マヨ焼き(鶏肉 味噌 マヨ)

きんぴらごぼう(ごぼう 人参 ごま みりん 酒 醤油 ゴマ油)

小魚

ナッツ

牛乳 どらやき

(小豆 粉)

2 土 麺 イタリアンパスタ(パスタ 魚肉 玉ねぎ ピーマン ケチャップ)

プチゼリー

野菜

せんべい

牛乳 ミレー

ビスケット

4 月 ごはん みそ汁(じゃがいも 里芋

豆腐 ねぎ)

五目卵焼き(卵 桜エビ しいたけ ひじき 玉ねぎ ピーマン みりん だし 醤油)

マカロニサラダ(マカロニ きゅうり 人参 カラフル豆 マヨ)

サッポロ

ポテト

牛乳 たつくり

(小魚 醤油 ごま)

5 火 十六

穀米

みそ汁(白菜 あげ かぼ

ちゃ ねぎ)

魚の西京焼き(魚 白味噌 みりん 酒)

チャプチェ(春雨 玉ねぎ 人参 ニラ しいたけ ごま油 醤油 みりん)

果物 牛乳 バームクーヘン

(粉 卵)

6 水 ごはん みそ汁 (えのき しめじ

なめこ ねぎ)

豚肉と春キャベツオイスター炒め(豚肉 キャベツ パプリカ 人参 しいたけ オイスター だし)

根菜の煮物(大根 人参 ごぼう こんにゃく しいたけ 醤油 みりん)

野菜

かりんとう

牛乳 ミルク餅

(牛乳 片栗粉 きな粉)

7 木 ごはん オニオンスープ

(玉ねぎ 人参 コンソメ)

鶏肉のオリーブ焼き(鶏肉 小麦粉 卵 オリーブオイル オーロラソース)

ほうれん草としらす和え(ほうれん草 しらす 桜エビ 醤油 みりん ごま)

コーン

フレーク

牛乳 人参パン

(人参 粉)

8 金 ごはん みそ汁 (玉ねぎ わかめ

大根 ねぎ)

シュウマイ(豚ひき肉 玉ねぎ しいたけ 醤油 酢 皮)

卯の花(おから 人参 こんにゃく ねぎ 酒 醤油 みりん だし)

ビスコ 牛乳 大福

(白玉粉 小豆)

9 土 麺 野菜うどん(うどん 玉ねぎ 人参 あげ ねぎ だし 醤油)

プチゼリー

ウエハース 牛乳 野菜せんべい

11 月 ごはん ドライカレー(ツナ 人参 玉ねぎ ピーマン しめじ カレー粉 コンソメ)

チーズ包み焼き(チーズ皮)トマトきゅうりマリネ(ミニトマトきゅうりわかめ 酢オリーブ油)

野菜

クラッカー

牛乳 ゴマチーズパンケーキ

(粉 チーズ ごま)

12 火 十六

穀米

豚汁 (豚肉 大根 人参

こんにゃく ねぎ)

白身魚の香草パン粉焼き(白身魚 ハーブソルト パン粉)

ポテト餅(じゃがいも 片栗粉 醤油 みりん)

果物 牛乳 黒糖きな粉もち

(白玉粉 きな粉)

13 水 ごはん みそ汁(かぼちゃ 玉ねぎ

しめじ ねぎ)

野菜の肉巻き(豚もも もやし 人参 ピーマン 醤油 みりん 小麦粉)

ブロッコリーかにあんかけ(ブロッコリー カニカマ 生姜 がら 片栗粉)

カステラ

ボーロ

牛乳 カレーパン

(粉 カレー)

14 木 ごはん すまし汁

(麩 わかめ ねぎ)

チキントマト煮(鶏肉 じゃが芋 玉ねぎ 人参 しめじ コンソメ トマト ソース 小麦粉)

切干大根と人参酢の物(切干大根 人参 酢 みりん ごま)

ミルクプリン 牛乳 あんまん

(粉 小豆)

15 金 ごはん かきたま汁

(卵 えのき ねぎ)

麻婆豆腐(豆腐 豚ひき肉 ねぎ ニラ 生姜 椎茸 味噌 醤油 片栗粉)

春雨サラダ(春雨 きゅうり 人参 醤油 酢 ゴマ油 がら ごま)

小魚

ナッツ

牛乳 (焼)りんごフリッター

(りんご 粉)

16 土 麺 しらすと卵のチャーハン

ベビーチーズ

ビスケット 牛乳 野菜かりんとう

18 月 ごはん 具沢山ミネストローネ

(じゃが芋人参キャベツなど)

ドリア(ツナ 玉ねぎ ほうれん草 小麦粉 牛乳 コンソメ チーズ)

プチゼリー

サッポロ

ポテト

牛乳 じゃこせんべい

(しらす ご飯)

19 火 十六

穀米

みそ汁(里芋 あげ こん

にゃく ねぎ)

魚の塩こうじ竜田焼き(魚 塩こうじ 生姜 片栗粉)

高野豆腐のはさみ煮(鶏ひき肉 しいたけ 人参 ねぎ 醤油 みりん)

果物 牛乳 (焼)ドーナツ

(卵 粉)

20 水 ごはん みそ汁(大根 小松菜 え

のき ねぎ)

豚肉生姜焼き(豚肉 生姜 醤油 酒 みりん)

新じゃが芋の中華煮(じゃがいも 人参 いんげん オイスターソース がら みりん)

野菜

クラッカー

牛乳 クレープ

(人参 粉)

21 木 ごはん 白菜クリームスープ

(白菜 牛乳 コンソメ)

ささみのレモン煮(ささみ 片栗粉 レモン 酒 三温糖)

キャベツのゴマポン酢和え(キャベツ もやし 人参 ごま 酢 醤油)

コーン

フレーク

牛乳 さつまいもガレット

(さつまいも チーズ)

22 金 ごはん み そ 汁 ( 里 芋 な め こ

ほうれん草 ねぎ)

餃子(豚ひき肉 白菜 にら がら 小麦粉 強力粉 塩 醤油 酢)

炒り豆腐(木綿豆腐 人参 しいたけ ひじき 醤油 酒 みりん だし)

ミレー

ビスケット

牛乳 八つ橋

(粉 小豆)

23 土 ごはん 塩焼きそば(麺 キャベツ 人参 魚肉 塩こしょう)

ベビーチーズ

野菜

せんべい

牛乳 ウエハース

25 月 ごはん 鯖の味噌汁(鯖缶 大根

豆腐 しめじ ねぎ)

納豆チーズチヂミ(納豆 ニラ チーズ ねぎ 小麦粉 醤油 酢)

シャキシャキサラダ(じゃが芋 人参 きゅうり コーン マヨ)

カステラ

ボーロ

牛乳 かぼちゃ蒸しパン

(かぼちゃ 粉)

26 火 十六

穀米

みそ汁 (わかめ なめこ

こんにゃく ねぎ)

鮭とほうれん草のグラタン(玉ねぎ しめじ 小麦粉 牛乳 コンソメ チーズ)

南瓜のそぼろあんかけ(南瓜 鶏ひき肉 生姜 醤油 みりん 片栗粉)

果物 牛乳 ココアクッキー

(ココア 粉 卵)

27 水 ごはん みそ汁 (かぼちゃ あげ

小松菜 ねぎ)

ミルフィーユみそかつ風(豚肉 小麦粉 卵 パン粉 味噌 みりん)

ひじきの煮物(ひじき 人参 大豆 しいたけ あげ 醤油 みりん)

小魚

ナッツ

牛乳 さつまいもスティック

(さつま芋 黒ゴマ)

28 木 ごはん にらとえのきのスープ

(にら えのき がら)

油淋鶏(鶏肉 片栗粉 ねぎ ゴマ油 醤油 酢 キャベツ)

ソテー(ほうれん草 エリンギ 醤油 塩こしょう)

ミルクプリン 牛乳 フレンチトースト

(卵 牛乳 粉)

30 土 麺 焼うどん(キャベツ ツナ 人参 醤油 だし)

ベビーチーズ

サッポロ

ポテト

牛乳 野菜かりんとう


