
２０２２年６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 （9 時） おやつ （１５時）

１ 水 ごはん すまし汁

(ふ ほうれん草 ねぎ)

豚肉のしそごま団子(豚肉 生姜 小麦粉 酒 ごま しそ 玉ねぎ パプリカ)

ひじきの炒り煮(ひじき 人参 しいたけ あげ 醤油 みりん だし)

サッポロ

ポテト

牛乳 マーラーカオ

(がら 黒ゴマ 粉)

２ 木 ごはん みそ汁(大根 あげ ジャ

ガイモ ねぎ)

ささみときのこホイル焼(ささみ しめじ えのき オリーブオイル 塩胡椒)

切り干し大根の煮物(切干大根 人参 ごま 醤油 みりん)

コーンフレーク 牛乳 焼カレーパン

(じゃが芋玉ねぎカレー粉)

３ 金 ごはん みそ汁(豆腐 なめこ 玉

ねぎ ねぎ)

鳥つくねの生姜焼き(鳥むね肉 ショウガ しそ ごま 醤油 みりん )

蓮根煮物(蓮根 こんにゃく 椎茸 醤油 みりん だし)

野菜

かりんとう

牛乳 ココアクッキー

(ココア 粉 卵)

４ 土 麺 あんかけ焼きそば(キャベツ 人参 桜エビ がら 醤油 片栗粉)

プチゼリー

ウエハース 牛乳 醤油せんべい

６ 月 ごはん みそ汁(豆腐 しめじ え

のき ねぎ 人参)

三色丼(ツナ 卵 ほうれん草 ごま 醤油 みりん 酒)

スパサラダ(サラダスパゲティ きゅうり 人参 カラフル豆 マヨ)

ビスコ 牛乳 じゃこおやき

(しらす 粉)

７ 火 十六

穀米

鶏団子スープ(鶏ひき肉

キャベツ 人参 生姜)

白身魚のトマトソースがけ(白身魚 小麦粉 玉ねぎ トマト コンソメ)

切干大根炒め煮(切干大根 人参 しいたけ 醤油 みりん だし)

果物 牛乳 大福

(小豆 白玉粉)

８ 水 ごはん わかめスープ

(わかめ ねぎ ごま)

チンジャオロース(豚肉 ピーマン エリンギ オイスターソース 酒 ゴマ油)

こんにゃくと厚揚げ煮物 (こんにゃく 厚揚げ 人参 えんどう 味噌 みりん)

小魚ナッツ 牛乳 スティックポテト

(じゃが芋 皮)

９ 木 ごはん みそ汁(キャベツ 玉ねぎ

えのき あげ ねぎ)

からあげ風(鶏むね肉 生姜 醤油 酒 みりん 片栗粉)

大根と豆苗のサラダ(大根 豆苗 ミニトマト しらす ごま 塩昆布 がら)

ミルクプリン 牛乳 抹茶パンケーキ

(抹茶 粉)

１０ 金 ごはん みそ汁(豆腐 なめこ 小

松菜 ねぎ)

鶏つくね(鶏ひき肉 玉ねぎ しいたけ 生姜 醬油 みりん レタス)

レンコンのきんぴら(れんこん 人参 ピーマン オイスターソース ごま ゴマ油)

サッポロ

ポテト

牛乳 ポンデケージョ

(片栗粉 牛乳 チーズ)

１１ 土 ごはん 炊き込みピラフ(ツナ 玉ねぎ 人参 コーン コンソメ)

ベビーチーズ

野菜

クラッカー

牛乳 ウエハース

１３ 月 ごはん みそ汁(キャベツ 茄子

人参 ねぎ)

コロッケ(ツナ 玉ねぎ ジャガイモ コーン オーロラソース)

マリネ (きゅうり トマト 新玉ねぎ ゴマ 酢 オリゴ糖)

ビスコ 牛乳 フレンチトースト

(粉 牛乳 卵)

１４ 火 十六

穀米

みそ汁(玉ねぎ あげ し

めじ ねぎ)

魚の西京焼き(魚 白味噌 みりん ほうれん草)

高野豆腐のはさみ煮(高野豆腐 鶏ひき肉 人参 しいたけ ねぎ 生姜 醤油 みりん)

果物 牛乳 あんまき

(小豆 粉)

１５ 水 ごはん 金波汁

(卵 だし)

キンパ(豚肉 人参 卵 ほうれん草 のり ごま ゴマ油)

春巻(ささみ 酒 塩胡椒 大葉 チーズ 皮 小麦粉)

塩せんべい 牛乳 シフォンケーキ

(卵 粉 果物)

１６ 木 ごはん みそ汁(大根 えのき 小

松菜 ねぎ)

ハーブチキンフィンガー(鶏むね肉 ハーブソルト 小麦粉 卵)

卵とじ(いんげん 人参 新玉ねぎ 醤油 みりん だし かつお節)

コーンフレーク 牛乳 ミルク餅

(牛乳 片栗粉 きな粉)

１７ 金 ごはん みそ汁(キャベツ 玉ねぎ

あげ わかめ ねぎ)

おからハンバーグ(豚ひき肉 玉ねぎ おから パン粉 卵 トマトソース)

大根の煮物(大根 ちくわ 人参 しいたけ だし 醤油 みりん)

ウエハース 牛乳 チーズバームクーヘン

(粉 卵 チーズ)

１８ 土 麺 うどん(あげ 玉ねぎ 人参 ねぎ 醤油 だし)

プチゼリー

野菜

かりんとう

牛乳 ビスコ

２０ 月 ごはん みそ汁(豆腐 大根 しめ

じ ねぎ)

納豆包み焼き(納豆 ねぎ あげ 醤油)

春雨サラダ(春雨 きゅうり 人参 酢 醤油)

カステラ

ボーロ

牛乳 キャラ蒸しパン

(粉 三温糖)

２１ 火 十六

穀米

みそ汁(キャベツ えのき

あげ ねぎ)

鯖の照り煮(鯖 ごぼう 生姜 味噌 みりん 酒 )

きんぴら(人参 ピーマン こんにゃく 醤油 みりん ごま)

果物 牛乳 黒ごまみたらし団子

(白玉粉 醤油 黒ゴマ)

２２ 水 ごはん ミネストローネ

(玉ねぎ 人参 豆)

野菜の肉巻き(豚肉 えのき 人参 ピーマン 生姜 醤油 みりん 酒 小麦粉)

サラダ(ブロッコリー ベビーチーズ ごま 塩胡椒 オリーブオイル)

野菜せんべい 牛乳 ピザパン

(玉ねぎ ピーマン)

２３ 木 ごはん みそ汁(大根 しめじ わ

かめ ねぎ)

ささみレモン煮(ささみ ジャガイモ 片栗粉 レモン 醤油 酒)

野菜サラダ(レタス コーン きゅうり ミニトマト ゴマ 酢 オリーブ油)

ミルクプリン 牛乳 あんまん

(小豆 粉)

２４ 金 ごはん みそ汁(豆腐 玉ねぎ な

めこ ねぎ)

餃子(豚ひき肉 白菜 ニラ がら オイスターソース 小麦粉 強力粉 塩)

ナムル(ほうれん草 もやし 人参 ごま 醤油 ゴマ油)

サッポロ

ポテト

牛乳 人参ジャムロール

(人参 粉)

２５ 土 麺 きのこパスタ(ツナ しめじ エリンギ 玉ねぎ オリーブ油 醤油)

ベビーチーズ

ビスコ 牛乳 サッポロポテト

２７ 月 炊き込み

ごはん

ふ汁

(ふ わかめ ねぎ)

舞茸の炊き込みご飯(舞茸 ツナ 人参 ゴマ油 だし 醤油 みりん 酒)

ちくわの大葉チーズ焼き(ちくわ 大葉 チーズ 小麦粉) プチゼリー

小魚ナッツ 牛乳 ベビーカステラ

(粉 卵)

２８ 火 十六

穀米

みそ汁(豆腐 しめじ ほ

うれん草 ねぎ)

魚のカレームニエル(魚 カレー粉 小麦粉)

五目煮(鶏肉 ごぼう 大根 人参 しいたけ えんどう 醤油 みりん)

果物 牛乳 さつま芋の甘辛焼き

(さつま芋 醤油)

２９ 水 ごはん かき玉汁

(卵 えのき ねぎ)

春巻き(鶏モモミンチ ニラ もやし 人参 エノキ)

味噌炒め(人参 なす ピーマン インゲン豆 味噌 みりん 酒)

カステラ

ボーロ

牛乳 きな粉クッキー

(きな粉 粉)

３０ 木 ごはん みそ汁(厚あげ しめじ

わかめ ねぎ)

鶏肉のピカタ(鶏むね肉 卵 小麦粉 オーロラソース)

ポテトサラダ(じゃが芋 きゅうり コーン 人参 マヨ)

コーンフレーク 牛乳 (焼)ココアドーナツ

(ココア 粉)


