様式F101

献

2019年03月
日付

献立

01
金

いりこ菜飯、みそ汁（あさり・ね
ぎ）、肉じゃが、焼きししゃも、
キャベツとごぼうのサラダ

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

ごはん、ポークカレー、ハムカ
ツ、アーモンドサラダ、りんご

05
火

ごはん、みそ汁（小松菜・油揚
げ）、ブリのねぎ照り焼き、ジャー
マンポテト、トマト

06
水

08
金

七分つきごはん、みそ汁（白菜・
えのき）、チーズハンバーグ、小
松菜とたらこの和え物、ポテトサ
ラダ
ごはん、カブとハムのスープ、マ
カロニグラタン、じゃがいもとほう
れん草のサラダ、かぶときゅうり
の浅漬け
ごはん、豚汁、焼き魚（サバ）、ブ
ロッコリーのじゃこソース、みかん

09
土

おにぎり（昆布）、おにぎり（鮭）、
鶏のから揚げ、たくあん

11
月

ごはん、野菜ときのこのシ
チュー、かじきのバーベキュー
ソース、三色おひたし

12
火

わかめごはん、みそ汁（かぶ・油
揚げ）、オランダコロッケ、千切り
キャベツ、切り干し大根の煮つけ

13
水

カレーうどん、トマトときゅうりのサ
ラダ、ツナエッグ、金時豆の煮豆

14
木

ごはん、鮭の生姜焼き、タラモサ
ラダ、りんごサラダ、すいとん

15
金

グリンピースごはん、スープ（キャ
ベツ・えのき）、鶏肉のトマトソー
ス煮、和風しらす入りサラダ、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

07
木

16
土
18
月

菜飯（小松菜）、クラムチャウ
ダー、野菜入りオムレツ、胡麻ド
レッシングサラダ

19
火

七分つきごはん、大根汁、白身
魚のマリネ、スパゲッティサラダ、
きんぴら

20
水

ごはん、みそ汁（豆腐・なめこ）、
キャベツしゅうまい、手作りふりか
け、とんもやし

22
金

赤飯、お吸い物（はんぺん・三つ
葉）、卒園・鶏肉の竜田揚げ、酢
の物（きゅうり・わかめ）

23
土

おにぎり（昆布）、おにぎり（鮭）、
鶏のから揚げ、たくあん

25
月

ごはん、野菜と卵のスープ、鮭の
野菜マリネ、温野菜、オレンジ

26
火

ビビンバ、コロコロチーズのカ
レーサラダ、スープ（あさり）、か
ぼちゃと豚肉の煮物

27
水

うどん（鶏南蛮）、高野豆腐のオ
ランダ煮、ゆで豚のサラダ、大豆
の五目煮

28
木

こぎつねごはん、のっぺい汁、さ
わらの照り焼き、スタミナサラダ

29
金

ごはん、中華丼、わかめスープ
（えのき）、変わり中華サラダ

エネルギー
たんぱく質
脂質／塩分
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1.4(1.0)
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3.5(2.9)
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3.3(2.7)
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1.4(1.2)

材
熱と力になるもの

立
料

名

血や肉や骨になるもの

表

観光保育園(一般)
(◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

体の調子を整えるもの

じゃがいも、米、しらたき、○ ししゃも、○カルピス、あさり ○いちご、たまねぎ、にんじ しょうゆ、ほんだし、食塩
もち米、マヨネーズ、○粉
水煮缶、豚肉(もも)、白み
ん、きゅうり、キャベツ、ごぼ
糖、砂糖、ごま、○油、油
そ、いわし(煮干し)、さきい う、ねぎ、いんげん、○かん
か、◎牛乳
てん（粉）
米、油、片栗粉、ごま

鶏もも肉、さけ（塩）

米、じゃがいも、○食パン、 ○Fe入り牛乳、ハム、豚肉
パン粉、小麦粉、油、○砂 (もも)、○きな粉、◎牛乳
糖、○マーガリン、オリーブ
油、アーモンド（乾）、砂糖

10時おやつ

3時おやつ

昆布（午前）、
普通牛乳

お茶・麦茶、カル
ピス寒天、ひなあ
られ

調味料

オレンジジュー
ス、せんべい

○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
りんご、たまねぎ、にんじん、 カレールウ、酢、食塩
キャベツ、きゅうり、しょうが、
にんにく

○さつまいも、米、じゃがい ぶり、ウインナー、油揚げ、 トマト、こまつな、たまねぎ、 本みりん、しょうゆ、○しょう
も、○油、マヨネーズ、○砂 白みそ、○しらす干し、いわ にんじん、○えだまめ（冷
ゆ、ほんだし、コンソメ
糖、○ごま、油
し(煮干し)、◎牛乳
凍）、ねぎ、ピーマン

せんべい（午
前）、普通牛
乳

Fe入り牛乳、きな
こトースト

昆布（午前）、
普通牛乳

小魚とさつま芋の
揚げ煮、お茶・麦
茶

七分つき米、じゃがいも、○ ○牛乳、豚ひき肉、○生ク
小麦粉、マヨネーズ、パン リーム、たらこ、○無塩バ
粉、○砂糖、砂糖
ター、白みそ、牛乳、スライ
スチーズ、いわし(煮干し)、
ハム、◎牛乳
米、○小麦粉、じゃがいも、 ○牛乳、牛乳、木綿豆腐、
マカロニ・スパゲティ、○油、 ○絹ごし豆腐、鶏もも肉、○
○砂糖、小麦粉、バター、ポ 卵、粉チーズ、ベーコン、ハ
テトチップス、油、砂糖
ム、◎牛乳

こまつな、はくさい、たまね 中濃ソース、ケチャップ、ほ りんご（午
ぎ、きゅうり、にんじん、えの んだし、酢、しょうゆ、食塩 前）、普通牛
きたけ、○いちごジャム・低
乳
糖度、◎りんご

スコーン、普通牛
乳（午後）

かぶ、ほうれんそう、きゅう
酢、しょうゆ、コンソメ、食塩、 せんべい（午
り、にんじん、たまねぎ、コー 白こしょう
前）、普通牛
ン（冷凍）、しいたけ、○干し
乳
ぶどう、にんにく、パセリ

豆腐入りドーナ
ツ、普通牛乳（午
後）

米、じゃがいも、○小麦粉、 さば、木綿豆腐、○鶏もも
生いも板こんにゃく、油、バ 肉、しらす干し、白みそ、豚
ター
肉(もも)、○脱脂粉乳、油揚
げ、かつお節、いわし(煮干
し)、◎牛乳
米、油、片栗粉、ごま
鶏もも肉、さけ（塩）

みかん、ブロッコリー、○はく ○中華スープ、○しょうゆ、 昆布（午前）、
さい、だいこん、○にんじ
しょうゆ、○食塩、ほんだし、 普通牛乳
ん、にんじん、○ねぎ、ね
食塩
ぎ、しいたけ

洋風すいとん、お
茶・麦茶

○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、じゃがいも、○白玉粉、 かじき、○牛乳、牛乳、○粉 たまねぎ、もやし、ほうれん しょうゆ、みりん、○食塩、ほ せんべい（午
小麦粉、ねりごま、○油、
チーズ、ベーコン、ちくわ、 そう、にんじん、りんご、ブ
んだし
前）、普通牛
油、砂糖
◎牛乳
ロッコリー、しめじ、しいたけ
乳

もちもちチーズパ
ン、お茶・麦茶

米、じゃがいも、○上新粉、 ○牛乳、豚ひき肉、油揚げ、 たまねぎ、キャベツ、かぶ、
○白玉粉、パン粉、油、小 チーズ、白みそ、いわし(煮 にんじん、しめじ、切り干し
麦粉、○砂糖、砂糖、○片 干し)、◎牛乳
だいこん、しいたけ、パセリ
栗粉

団子、普通牛乳
（午後）

ゆでうどん、じゃがいも、○
強力粉、砂糖、○砂糖、○
ざらめ糖（中ざら）、油、○片
栗粉

中濃ソース、○しょうゆ、しょ 昆布（午前）、
うゆ、ほんだし、食塩
普通牛乳

○Fe入り牛乳、卵、ツナ油 たまねぎ、トマト、きゅうり、に カレールウ、酢、しょうゆ、ほ りんご（午
漬缶、いんげんまめ（乾）、 んじん、ピーマン、ねぎ、◎ んだし、○ドライイースト、食 前）、普通牛
豚肉(ロース)、○赤みそ、◎ りんご
塩、コンソメ、こしょう
乳
牛乳

焼きまんじゅう、
Fe入り牛乳

米、じゃがいも、小麦粉、マ ○Fe入り牛乳、さけ、豚肉(も ○ぶどう濃縮果汁、キャベ
ヨネーズ、油、○砂糖、さと も)、たらこ、油揚げ、◎牛乳 ツ、だいこん、にんじん、りん
いも、生いも板こんにゃく、
ご、ごぼう、きゅうり、ねぎ、し
砂糖
いたけ、しょうが、○かんて
ん（粉）
米、○小麦粉、○砂糖、小 ○Fe入り牛乳、鶏もも肉、○ グレープフルーツ、レタス、
麦粉、○コーンフレーク、バ 卵、ベーコン、○無塩バ
きゅうり、キャベツ、にんじ
ター、ごま、油
ター、しらす干し、かつお
ん、たまねぎ、えのきたけ、
節、◎牛乳
グリンピース（冷凍）、トマト
ピューレ、ピーマン、セロ
米、油、片栗粉、ごま
鶏もも肉、さけ（塩）
○オレンジ濃縮果汁、だい
こん（たくあん）、焼きのり、こ
んぶ佃煮、しょうが、にんに
く

しょうゆ、本みりん、酢、ほん せんべい（午
だし、食塩、白こしょう
前）、普通牛
乳

ブドウゼリー、せ
んべい、Fe入り牛
乳

ケチャップ、しょうゆ、コンソ
メ、食塩

ロックケーキ、Fe
入り牛乳

しょうゆ、酒

オレンジジュー
ス、せんべい

じゃがいも、米、○砂糖、油 ○牛乳、卵、牛乳、豚ひき ○りんご濃縮果汁、たまね
肉、あさり水煮缶、ハム、○ ぎ、にんじん、レタス、こまつ
するめ、◎牛乳
な、トマト、きゅうり、キャベ
ツ、ほうれんそう、ピーマン、
○かんてん（粉）
○焼きそばめん、七分つき ○牛乳、かれい、豚肉(肩
だいこん、にんじん、ごぼう、
米、マヨネーズ、サラダ用ス ロース)、○豚肉(肩ロース)、 ○キャベツ、きゅうり、○もや
パゲティ、片栗粉、油、砂
ハム、カッテージチーズ、か し、こまつな、たまねぎ、ね
糖、○油、ごま油
つお節、◎牛乳
ぎ、コーン（冷凍）、○ピーマ
ン、○にんじん、しょうが、○
米、○食パン、ごま、○マー ○牛乳、木綿豆腐、豚ひき キャベツ、もやし、なめこ、
ガリン、しゅうまいの皮、片栗 肉、さけ（塩）、豚肉(ロー
ピーマン、○いちごジャム・
粉、ごま油
ス)、白みそ、しらす干し、い 低糖度、焼きのり、◎りんご
わし(煮干し)、生わかめ、◎
牛乳
もち米、○砂糖、○小麦粉、 ○Fe入り牛乳、鶏もも肉、○ きゅうり、ブロッコリー、○い
片栗粉、油、砂糖
生クリーム、○卵、はんぺ
ちご、糸みつば、しょうが
ん、ささげ（乾）、生わかめ、
◎牛乳

酒、ケチャップ、コンソメ、食 せんべい（午
塩
前）、普通牛
乳

リンゴゼリー、する
め、普通牛乳（午
後）

酢、○焼きそばソース、しょう 昆布（午前）、
ゆ（うすくち）、しょうゆ、コン 普通牛乳
ソメ、食塩、昆布だし汁、ほ
んだし

焼きそば、普通牛
乳（午後）

オイスターソース、しょうゆ、 りんご（午
ほんだし、カレー粉
前）、普通牛
乳

付食パン、普通
牛乳（午後）

かつお・昆布だし汁、しょう 昆布（午前）、
ゆ、酢、酒、みりん、しょうゆ 普通牛乳
（うすくち）、食塩、ほんだし

ケーキ（卒園祝
い）、Fe入り牛乳

米、油、片栗粉、ごま

鶏もも肉、さけ（塩）

米、○ホットケーキ粉、○マ ○牛乳、さけ、○ウイン
ヨネーズ、油、小麦粉、バ
ナー、○卵、卵、◎牛乳
ター、片栗粉、砂糖

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

オレンジジュー
ス、せんべい

オレンジ、にんじん、かぼ
酢、しょうゆ、中華スープ、食 せんべい（午
ちゃ、ブロッコリー、しめじ、 塩、こしょう、白こしょう
前）、普通牛
○キャベツ、だいこん、たま
乳
ねぎ、ピーマン、葉だいこん

キャベツとウィン
ナーのケーキ、普
通牛乳（午後）

米、○食パン、マカロニ、○ 豚ひき肉、豚肉(ロース)、あ かぼちゃ、はくさい、たまね しょうゆ、コンソメ、本みりん、 昆布（午前）、
グラニュー糖、砂糖、マヨ
さり水煮缶、チーズ、○無塩 ぎ、もやし、ほうれんそう、に 食塩、カレー粉
普通牛乳
ネーズ、フレンチドレッシン バター、ハム、◎牛乳
んじん、きゅうり、さやえんど
グ（乳化型）、ごま、ごま油
う、パセリ、しょうが

ラスク、ジョア

ゆでうどん、○米、油、生い 鶏もも肉、豚肉(ロース)、凍り レタス、きゅうり、にんじん、ト しょうゆ、本みりん、○しょう
も板こんにゃく、砂糖、片栗 豆腐、だいず（乾）、○ツナ マト、○こまつな、ねぎ、ごぼ ゆ、めんつゆ・３倍濃縮、食
粉、ごま
油漬缶、白みそ、ヨーグルト う、コーン（冷凍）、干ししい 塩、○食塩、ほんだし
(無糖)、ちくわ、かつお節、 たけ、こんぶ（だし用）、◎り
◎牛乳
んご
米、○食パン、生いも板こん ○牛乳、さわら、鶏もも肉、 だいこん、レタス、にんじん、 しょうゆ、○ケチャップ、みり
にゃく、さといも、油、砂糖、 豚肉(ロース)、○ベーコン、 トマト、○たまねぎ、○ホー ん、酢、ほんだし、食塩
片栗粉、○オリーブ油
○ピザ用チーズ、ちくわ、油 ルトマト缶詰、ごぼう、いん
揚げ、だいず（乾）、◎牛乳 げん、○ピーマン、ねぎ、セ
ロリー、きょうな、にんにく
米、○砂糖、○黒砂糖、はる ○牛乳、○調製豆乳、豚肉 チンゲンサイ、きゅうり、キャ しょうゆ、酢、しょうゆ（うすく
さめ、片栗粉、ごま油、砂糖 (肩ロース)、○生クリーム、い ベツ、えのきたけ、ねぎ、に ち）、中華スープ、食塩、白
か、生わかめ、ハム、○ゼラ んじん、しいたけ、しょうが
こしょう
チン、◎牛乳

りんご（午
前）、普通牛
乳

和風ツナおにぎ
り、お茶・麦茶

せんべい（午
前）、普通牛
乳

ピザトースト、普
通牛乳（午後）

昆布（午前）、
普通牛乳

行事

