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《ゆりか保育園》（B）

月 火 水 木 金 土 月 火 水 木 金 土

１４，２８ 1，１５，２９ ２，１６，３０ 17 18 19 ７，２１ ８，２２ 9 １０，２４ １１，２５ １２，２６

・カレーうどん ・鯖の竜田揚げ ・おにぎり ・鮭ときのこの ☆お誕生会☆ ・お好み焼き ・ホットドック ・鰆の幽庵焼き ・豆乳コロッケ ・和風 ・ひじきご飯 ・チキンライス
・さつま芋サラダ ・もやしとわかめ ・インドサモサ 　　　みそ焼き ・パエリア ・大根のみそ汁 ・冬野菜の ・卯の花 ・キャベツと 　レンコンバーグ ・かぶの甘酢漬 ・野菜のスープ
・フルーツ 　　　　の酢の物・いもこなべ ・ひじきの五目煮 ・ポテトフレーク ・フルーツ 　　クリーム ・切り干し大根 　りんごのサラダ ・ほうれん草の ・けんちん汁 ・フルーツ

・野菜のみそ汁 ・フルーツ ・豆腐のかき玉汁 　　　　　焼き 　　　シチュー 　　　のみそ汁 ・ごぼうと 　　　　卵炒め ・フルーツ
　うどん ・フルーツ ・佃煮 ・ほうれん草と ・フルーツ ・青のり納豆 　人参のみそ汁 ・えのきと 　ご飯

　ご飯 　　ベーコンの 　豚肉 　 ・佃煮 　豆腐のすまし汁 　ご飯

　牛肉 　麦入りご飯 　麦入りご飯 　　　　　ソテー 　キャベツ 　パン 　麦入りご飯 　 ・フルーツ 　鶏肉

　油揚げ 　しらす干し ・ゼリー 　青ねぎ 　麦入りご飯 　豚肉 　人参

　色板 　鯖 　小松菜 　鮭 ・デザート 　もやし 　ウインナー 　鰆 　麦入りご飯 　ひじき 　玉ねぎ

　白ねぎ 　生姜 　梅 　えのき 　卵 　キャベツ 　レモン汁 　合挽肉 　油揚げ 　グリンピース

玉ねぎ かつお 白菜 ご飯 天かす 玉ねぎ 豆乳 豚挽肉 ちくわ パプリカ昼

　（Ａ）調理室だより １1月の献立表

昼 　玉ねぎ 　かつお 白菜 ご飯 　天かす 玉ねぎ 豆乳 　豚挽肉 　ちくわ 　パプリカ

　人参 　もやし 　かつお節 　きゅうり 　豚肉 　玉ねぎ 　れんこん 　人参 　コーン缶

　ほうれん草 　わかめ 　豚挽肉 　大豆 　鶏肉 　 　おから 　人参 　ひじき 　いんげん

　きゅうり 　餃子の皮 　ひじき 　むきえび 　大根 　かぶ 　こんにゃく 　じゃが芋 　青ねぎ 　キャベツ

　ハム 　人参 　じゃが芋 　こんにゃく 　人参 　玉ねぎ 　カリフラワー 　油揚げ 　 　かぶ 　大根

　さつま芋 　ミニトマト 　玉ねぎ 　油揚げ 　ピーマン 　人参 　ブロッコリー 　しいたけ 　キャベツ 　ほうれん草 　人参

　じゃが芋 　 　人参 　パプリカ 　わかめ 　じゃが芋 　ごぼう 　りんご 　人参 　鶏肉 　水菜

　ブロッコリー 　白菜 　牛肉 　マッシュルーム 　人参 　人参 　玉ねぎ 　ごぼう 　豆腐

　人参 　人参 　里芋 　豆腐 　玉ねぎ 　ほうれん草 　ミニトマト 　卵 　大根

　玉ねぎ 　大根 　卵 　鶏肉 　 　人参

　小松菜 　人参 　大根 　じゃが芋 　切り干し大根 　ごぼう 　豆腐 　ごぼう

　白ねぎ 　わかめ 　人参 　人参 　えのき 　こんにゃく

　しめじ 　ほうれん草 　白ねぎ 　大根 　油揚げ 　油揚げ

　こんにゃく 　ベーコン 　しめじ 　わかめ 　かぶの葉

　ちくわ 　コーン缶 　納豆　青のり 　小松菜

４日→麩ラスク おせんべい ポールウインナー おせんべい

おからドーナツ ミルクスコーン プリン ふくれ菓子 18日→エクレア サッポロポテト あべかわニョッキ フルーツたっぷり チーズ どら焼き バターケーキ チップスター

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 ゼリー 牛乳 ゼリー クラッカー 牛乳 牛乳 ラムネ

牛乳 牛乳 牛乳 牛乳

初期 野菜せんべい つぶしバナナ マッシュポテト すりおろしりんご ふかし芋 赤ちゃんせんべい 初期 マッシュポテト すりおろしりんご つぶしバナナ マンナ ふかし芋 赤ちゃんせんべい
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中期 野菜せんべい 刻みバナナ きな粉マッシュ 刻みりんご ふかし芋 鉄入りビスケット 中期 きな粉マッシュ 刻みりんご 刻みバナナ マンナ ふかし芋 動物ビスケット

後期 野菜せんべい スティックバナナ きな粉ポテト スティックりんご ふかし芋 鉄入りビスケット 後期 きな粉ポテト スティックりんご スティックバナナ マンナ ふかし芋 動物ビスケット

※その日に使用する材料を使用し、

☆れんこん☆ １1月は鹿児島県の『ふくれ菓子』で 　調理しています。詳しい材料は各自

　ビタミンＣが非常に豊富で、疲労回復、風邪の予防、老化の防止に効果があります。また、口内炎や す！！ 　の連絡ノートに書いています。

　肌荒れなどを防ぐ働きがあります。粘り成分のムチンは、胃壁を保護し胃腸の働きを助けてくれ、 黒砂糖、小麦粉、重曹などを混ぜ合わ ◎揚げ物…(後期)フライパンで焼く。

　滋養強壮にも効果があります。 せふっくらと膨らんだ蒸しパンのよう 　　　(初期・中期)野菜と一緒に煮る。

なお菓子です。重曹で膨らむので「ふ ◎青魚…白身魚を使用。

くれ菓子」という名前がついたそうで ◎肉類…まだ食べていない肉類は

す。簡単にできるので、普段のおやつ 　　　　使用せず、白身魚を使用。

やお茶うけとして食べられています。 ◎ご飯…(後期)5倍粥～軟飯

(中期)７倍～５倍粥(初期)10倍～７倍粥

☆かぶ☆

　栄養価が高いのは、じつは実より葉です。丸い実の大部分は水分ですがビタミンCやカリウムが比較的

　多く、胃もたれ、胸焼けなどに効果があります。
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　葉はカロテンの他、ビタミンB1、B2、Cなどを豊富に含んでいるので美肌効果もあります。

　油いためにすれば、カロテンを効果的に摂れます。 (中期)７倍 ５倍粥(初期)10倍 ７倍粥　油いためにすれば、カロテンを効果的に摂れます。




