様式F101

献

2019年02月
日付

献立

01
金

ごはん、けんちん汁、いわしカリ
カリチーズ焼き、大豆の五目煮、
もやしのサラダ

02
土

おにぎり（昆布）、おにぎり（鮭）、
鶏のから揚げ、たくあん

04
月

焼きもろこし飯、冬野菜のシ
チュー、ごぼうとウィンナーのきん
ぴら、中華きゅうり

05
火

ごはん、みそ汁（豆腐・なめこ）、
焼き魚（サバ）、ジャーマンポテ
ト、りんご

06
水

磯うどん、竹輪のカレー天ぷら、
ポテトサラダ、みかん

07
木

七分つきごはん、みそ汁（あさり・
ねぎ）、豚肉丼、マカロニサラダ、
ブロッコリーのじゃこソース

08
金

ごはん、大根汁、かじきのから揚
げねぎソース、小松菜としめじの
ソテー、トマト

09
土

おにぎり（昆布）、おにぎり（鮭）、
鶏のから揚げ、たくあん

12
火

かやくごはん、みそ汁（かぶ・油
揚げ）、鮭のレモン蒸し、アーモ
ンドサラダ

13
水

ごはん、みそ汁（大根・わかめ）、
肉じゃが、焼きししゃも、変わり中
華サラダ

14
木

ごはん、みそ汁（キャベツ・麩）、
鶏肉の竜田揚げ、れんこんのき
んぴら・豚肉、金時豆の煮豆

15
金

七分つきごはん、豚汁、白身魚
のマリネ、ほうれん草の胡麻和
え、いちご

16
土

おにぎり（昆布）、おにぎり（鮭）、
鶏のから揚げ、たくあん

18
月

ごはん、スープ（もやし）、豆腐の
中華煮、スパゲッティサラダ、み
かん

19
火

わかめごはん、みそ汁（小松菜・
なめこ）、さばの味噌煮、ポテトサ
ラダ、白菜と油揚げのお浸し

20
水

カレーうどん、ささみのスティック
フライ、ブロッコリーのお浸し、も
やしとツナの和え物

21
木

ごはん、すいとん、豚肉のケ
チャップ焼き、変わり中華サラ
ダ、タラモサラダ

22
金

ごはん、かぶとしめじのチキン
スープ、かぼちゃのグラタン、リン
ゴサラダ（レーズン）、グレープフ
ルーツ
おにぎり（昆布）、おにぎり（鮭）、
鶏のから揚げ、たくあん

23
土
25
月
26
火

七分つきごはん、みそ汁（大根・
油揚げ）、コロコロチーズのカ
レーサラダ、すき焼き風煮物、い
ちご
ごはん、のっぺい汁、ブリのねぎ
照り焼き、ゆで豚のサラダ、かぼ
ちゃの甘煮

27
水

こぎつねごはん、沢煮椀、レバー
のごまフライ、コールスローサラ
ダ、みかん

28
木

ごはん、きのこ汁、鮭のマヨパン
粉焼き、切り干し大根の煮つけ
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材

立
料

名

熱と力になるもの

血や肉や骨になるもの

米、○ロールパン、さといも、
生いも板こんにゃく、パン
粉、○砂糖、砂糖、ごま油、
アーモンド（乾）、油

○牛乳、いわし、木綿豆腐、
だいず（乾）、○生クリーム、
豚肉(肩ロース)、油揚げ、ち
くわ、粉チーズ、かつお節、
◎牛乳
鶏もも肉、さけ（塩）

米、油、片栗粉、ごま

表

観光保育園(一般)
(◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

10時おやつ
体の調子を整えるもの

3時おやつ

調味料

もやし、にんじん、だいこん、 しょうゆ、酢、ワイン（白）、食 昆布（午
ごぼう、きゅうり、ねぎ、○い 塩、本みりん、ほんだし
前）、普通
ちご、こんぶ（だし用）、パセ
牛乳
リ、にんにく

フルーツサンド、
普通牛乳（午後）

○オレンジ濃縮果汁、だい しょうゆ、酒
こん（たくあん）、焼きのり、こ
んぶ佃煮、しょうが、にんにく

オレンジジュー
ス、せんべい

米、○小麦粉、米粉、砂糖、 ○牛乳、豆乳、鶏もも肉、ウ ごぼう、かぶ、たまねぎ、
油、ごま油、ごま、○ごま油 インナー、○魚肉ソーセー コーン缶、きゅうり、にんじ
ジ、かつお節、◎牛乳
ん、こまつな、○にら

しょうゆ、酢、食塩、コンソメ、 せんべい
○ほんだし、○食塩
（午前）、普
通牛乳

ヒラヤ―チー、普
通牛乳（午後）

米、じゃがいも、○小麦粉、 さば、木綿豆腐、○鶏もも
りんご、○はくさい、たまね
マヨネーズ、油
肉、ウインナー、白みそ、○ ぎ、○にんじん、にんじん、
脱脂粉乳、いわし(煮干し)、 ○ねぎ、なめこ、ピーマン
生わかめ、◎牛乳

○中華スープ、○しょうゆ、 昆布（午
ほんだし、○食塩、コンソメ、 前）、普通
食塩
牛乳

洋風すいとん、
お茶・麦茶

ゆでうどん、○食パン、じゃ ○牛乳、ちくわ、豚肉(もも)、 みかん、たまねぎ、○きゅう しょうゆ、みりん、ほんだし、 りんご（午
がいも、小麦粉、マヨネー
○ハム、○スライスチーズ、 り、きゅうり、にんじん、ねぎ、 カレー粉、食塩、酢
前）、普通
ズ、油、砂糖、○マーガリン 生わかめ、ハム、かつお節、 干ししいたけ、◎りんご
牛乳
◎牛乳

くるくるロールサ
ンド、普通牛乳
（午後）

○さつまいも、七分つき米、
マカロニ、マヨネーズ、○
油、○砂糖、砂糖、○ごま、
バター

小魚とさつま芋
の揚げ煮、お茶・
麦茶

豚肉(もも)、あさり水煮缶、し たまねぎ、ブロッコリー、ごぼ しょうゆ、ほんだし、○しょう
らす干し、白みそ、ハム、○ う、○えだまめ（冷凍）、ね
ゆ、食塩、こしょう
しらす干し、いわし(煮干し)、 ぎ、にんじん、きゅうり
かつお節、◎牛乳

せんべい
（午前）、普
通牛乳

米、○ロールパン、○油、片 ○牛乳、かじき、豚肉(肩
栗粉、○グラニュー糖、油、 ロース)、○きな粉、かつお
○砂糖、砂糖、ごま油
節、◎牛乳

こまつな、トマト、だいこん、 しょうゆ（うすくち）、しょうゆ、 昆布（午
ねぎ、しめじ、にんじん、しょ 酢、食塩、昆布だし汁、白こ 前）、普通
うが
しょう
牛乳

あげぱん（きな
粉）、普通牛乳
（午後）

米、油、片栗粉、ごま

○オレンジ濃縮果汁、だい しょうゆ、酒
こん（たくあん）、焼きのり、こ
んぶ佃煮、しょうが、にんにく

オレンジジュー
ス、せんべい

鶏もも肉、さけ（塩）

米、○ホットケーキ粉、生い ○牛乳、さけ（塩）、油揚げ、 キャベツ、かぶ、にんじん、
も板こんにゃく、オリーブ油、 白みそ、豚肉(ロース)、ハ
きゅうり、○みかん缶、しめ
アーモンド（乾）、砂糖、油 ム、○クリームチーズ、○無 じ、レモン、れんこん、ごぼ
塩バター、いわし(煮干し)、 う、干ししいたけ
◎牛乳
じゃがいも、米、○焼きそば ししゃも、豚肉(もも)、いか、 だいこん、たまねぎ、きゅう
めん、しらたき、はるさめ、砂 白みそ、○豚肉(肩ロース)、 り、キャベツ、にんじん、○
糖、○油、油、ごま油
生わかめ、ハム、いわし(煮 キャベツ、○もやし、ねぎ、
干し)、◎牛乳
いんげん、○ピーマン、○に
んじん、○あおのり、◎りん
米、○ホットケーキ粉、砂
鶏もも肉、○牛乳、○ホイッ れんこん、キャベツ、にんじ
糖、片栗粉、油、焼ふ、ごま プクリーム、いんげんまめ
ん、○いちご、ピーマン、しょ
油
（乾）、油揚げ、白みそ、豚 うが
ひき肉、いわし(煮干し)、◎
牛乳
七分つき米、じゃがいも、片 ○牛乳、かれい、木綿豆
いちご、ほうれんそう、にんじ
栗粉、油、生いも板こんにゃ 腐、白みそ、豚肉(もも)、油 ん、だいこん、たまねぎ、ね
く、砂糖、ごま
揚げ、いわし(煮干し)、◎牛 ぎ、しいたけ
乳
米、油、片栗粉、ごま

鶏もも肉、さけ（塩）

米、○ホットケーキ粉、マヨ
ネーズ、サラダ用スパゲ
ティ、砂糖、ごま油、片栗
粉、○小麦粉

○Fe入り牛乳、木綿豆腐、
豚肉(肩ロース)、○豚ひき
肉、いか、生わかめ、ハム、
カッテージチーズ、◎牛乳

しょうゆ、酢、ほんだし、食塩 昆布（午
前）、普通
牛乳

しょうゆ、○焼きそばソース、 りんご（午
酢、ほんだし
前）、普通
牛乳

しょうゆ、みりん、酒、ほんだ せんべい
し
（午前）、普
通牛乳

ホットケーキ（誕
生日会）、お茶・
麦茶

酢、しょうゆ、コンソメ、食塩

フルーツゼリー、
せんべい、普通
牛乳（午後）

昆布（午
前）、普通
牛乳

○オレンジ濃縮果汁、だい しょうゆ、酒
こん（たくあん）、焼きのり、こ
んぶ佃煮、しょうが、にんにく

みかん、はくさい、にんじん、
大豆もやし、チンゲンサイ、
○たまねぎ、きゅうり、ねぎ、
たけのこ（ゆで）、○にんじ
ん、コーン（冷凍）、干ししい
米、じゃがいも、○さつまい さば、白みそ、油揚げ、いわ はくさい、にんじん、こまつ
も、マヨネーズ、○砂糖、砂 し(煮干し)、ハム、◎牛乳
な、きゅうり、なめこ、○かん
糖
てん（粉）、しょうが

カップケーキ（み
かんとクリーム
チーズ、普通牛
乳（午後）
焼きそば、お茶・
麦茶

オレンジジュー
ス、せんべい

○ケチャップ、しょうゆ、○ウ せんべい
スターソース、中華スープ、 （午前）、普
ほんだし、食塩、○カレー粉 通牛乳

手作りカレー肉ま
ん、Fe入り牛乳

みりん、しょうゆ、ほんだし、 昆布（午
酢、○食塩、食塩
前）、普通
牛乳

いもようかん、お
茶・麦茶

ゆでうどん、○米、じゃがい 鶏ささ身、ツナ油漬缶、豚肉 たまねぎ、もやし、ブロッコ カレールウ、しょうゆ、ほんだ りんご（午
も、パン粉、小麦粉、油、ご (ロース)、◎牛乳
リー、にんじん、きゅうり、ね し、白こしょう、食塩
前）、普通
ま、ごま油
ぎ、○こんぶ佃煮、○焼きの
牛乳
り、◎りんご

おにぎり（昆布）、
お茶・麦茶

米、じゃがいも、○強力粉、
小麦粉、マヨネーズ、○砂
糖、さといも、○油、生いも
板こんにゃく、はるさめ、油、
砂糖、ごま油
米、○食パン、マヨネーズ、
小麦粉、バター、○マーガリ
ン、油

○牛乳、豚肉(もも)、○ヨー たまねぎ、だいこん、きゅう しょうゆ、ケチャップ、酢、ほ せんべい
グルト(無糖)、いか、たらこ、 り、キャベツ、にんじん、ごぼ んだし、○食塩
（午前）、普
油揚げ、ハム、◎牛乳
う、ねぎ、しいたけ
通牛乳

ヨーグルトパン、
普通牛乳（午後）

○牛乳、牛乳、鶏もも肉、ピ グレープフルーツ、かぼ
しょうゆ、コンソメ、食塩、白
ザ用チーズ、しばえび、
ちゃ、たまねぎ、りんご、はく こしょう
ベーコン、◎牛乳
さい、かぶ、にんじん、しめ
じ、レタス、マッシュルーム
缶、○いちごジャム・低糖
鶏もも肉、さけ（塩）
○オレンジ濃縮果汁、だい しょうゆ、酒
こん（たくあん）、焼きのり、こ
んぶ佃煮、しょうが、にんにく

付食パン、普通
牛乳（午後）

米、油、片栗粉、ごま

七分つき米、○じゃがいも、
○ホットケーキ粉、しらたき、
マカロニ、○油、砂糖、マヨ
ネーズ、フレンチドレッシン
グ（乳化型）
米、○ホットケーキ粉、生い
も板こんにゃく、さといも、○
マヨネーズ、砂糖、片栗粉、
ごま

オレンジジュー
ス、せんべい

焼き豆腐、豚肉(もも)、○牛 はくさい、だいこん、いちご、 しょうゆ、○ケチャップ、ほん せんべい
乳、チーズ、なると、○卵、 ねぎ、きゅうり、にんじん、し だし、カレー粉
（午前）、普
油揚げ、白みそ、ハム、いわ いたけ
通牛乳
し(煮干し)、◎牛乳

だんしゃくくん、
お茶・麦茶

ぶり、○牛乳、豚肉(ロー
ス)、○ウインナー、○卵、鶏
もも肉、ちくわ、白みそ、ヨー
グルト(無糖)、◎牛乳

米、○食パン、小麦粉、パン ○牛乳、豚レバー、鶏もも
粉、○グラニュー糖、油、砂 肉、牛乳、油揚げ、豚肉
糖、ごま
(ロース)、○無塩バター、ハ
ム、◎牛乳
米、○じゃがいも、パン粉、
○片栗粉、マヨネーズ、砂
糖、○油

昆布（午
前）、普通
牛乳

かぼちゃ、レタス、だいこん、 かつおだし汁、しょうゆ、本
○キャベツ、きゅうり、トマト、 みりん、ほんだし
ねぎ、にんじん、ごぼう、コー
ン（冷凍）

昆布（午
前）、普通
牛乳

キャベツとウィン
ナーのケーキ、
お茶・麦茶

みかん、にんじん、きゅうり、 しょうゆ、酢、ほんだし、食
キャベツ、いんげん、たけの 塩、しょうゆ（うすくち）
こ（ゆで）、ごぼう、にんにく、
しょうが、◎りんご

りんご（午
前）、普通
牛乳

ラスク、普通牛乳
（午後）

せんべい
（午前）、普
通牛乳

ブロッコリーとじゃ
がいものチーズ
おやき、普通牛
乳（午後）

○牛乳、さけ、木綿豆腐、白 たまねぎ、○ブロッコリー、に しょうゆ
みそ、○粉チーズ、油揚げ、 んじん、しめじ、しいたけ、こ
粉チーズ、いわし、◎牛乳 まつな、えのきたけ、切り干
しだいこん、パセリ

行事

