
様式F112

献    　  立      　表
2019年01月 こっこ保育園(一般)

時間帯 献立 黄 赤 緑

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの その他

04 昼食 お弁当
金 午後おやつ 牛乳 牛乳

市販菓子
05 昼食 お弁当
土 午後おやつ 牛乳 牛乳

市販菓子
07 昼食 御飯 米
月 鮭の塩焼き さけ 食塩

ひじきと大豆の煮物 ごま油、砂糖 だいず水煮缶詰 にんじん、ひじき、いんげん（ゆで）、板こんにゃく しょうゆ
みそ汁(じゃが芋、玉葱） じゃがいも 麦みそ たまねぎ、葉ねぎ 煮干だし汁

午後おやつ 牛乳 牛乳
七草がゆ 米 七草、にんじん 食塩、しょうゆ

08 昼食 カレーライス 米、じゃがいも、油 豚肉 たまねぎ、にんじん、グリンピース（冷凍） カレールウ
火 梅ドレッシングサラダ大根入り 油、砂糖 キャベツ、だいこん、きゅうり、コーン缶、うめ干し 酢、しょうゆ

午後おやつ 牛乳 牛乳
みかんゼリー 砂糖 みかん缶、オレンジ濃縮果汁、かんてん 水
市販菓子

誕生会
09 昼食 御飯 米
水 鶏肉の甘酢あんかけ 油、砂糖、片栗粉 水、酒、酢、ケチャップ、しょうゆ

ブロッコリー ブロッコリー
野菜スープ たまねぎ、はくさい、にんじん、コーン（冷凍） 水、コンソメ、食塩

午後おやつ 牛乳 牛乳
おたのしみケーキ 砂糖、小麦粉、ビスケット 卵、ホイップクリーム、バター、牛乳 いちごジャム

お弁当
10 昼食 お弁当
木 もみじ、うめ組のみみそ汁（わかめ・麩） 焼ふ(板ふ） 麦みそ たまねぎ、わかめ（乾） 煮干だし汁

午後おやつ 牛乳 牛乳
おでん 鶏もも肉、卵、生揚げ だいこん、板こんにゃく かつお・昆布だし汁、しょうゆ、本みりん

11 昼食 ロールパン ロールパン
金 クリームシチュー じゃがいも、小麦粉、油 鶏むね肉、バター たまねぎ、にんじん、ブロッコリー、マッシュルーム缶 コンソメ、食塩

サイコロサラダ（マヨ） マヨネーズ きゅうり、コーン（冷凍）、にんじん、だいこん

午後おやつ 牛乳 牛乳
ぜんざい もち、砂糖、白玉粉 あずき（乾）、木綿豆腐 食塩

12 昼食 中華どんぶり 米、片栗粉、砂糖 豚肉(もも) はくさい、たまねぎ、にんじん、たけのこ、干ししいたけ、しょうが しょうゆ、酒、食塩
土 中華卵スープ 木綿豆腐、卵 コーン（冷凍）、生わかめ 水、食塩、こしょう

午後おやつ 牛乳 牛乳
市販菓子

15 昼食 御飯 米
火 筑前煮 じゃがいも、砂糖 鶏もも肉 ごぼう、れんこん、板こんにゃく、にんじん、いんげん（ゆで） しょうゆ

きゅうりの昆布和え きゅうり、塩こんぶ
とろろ昆布汁 にんじん、万能ねぎ、おろぼこんぶ かつおだし汁、みりん、しょうゆ、食塩

午後おやつ 牛乳 牛乳
ジャムサンドパン 食パン いちごジャム

16 昼食 御飯 米
水 イワシのかば焼き風 油 いわし しょうが しょうゆ、みりん、酒

白菜のゆかり和え はくさい、にんじん しそふりかけ
みそ汁（じゃが里あげ） さといも、じゃがいも 麦みそ、油揚げ 葉ねぎ 煮干だし汁

午後おやつ 牛乳 牛乳
もちもちチーズパン 白玉粉、油 牛乳、粉チーズ 食塩

17 昼食 豚いか豆腐丼 米、砂糖 焼き豆腐、豚肉、いか たまねぎ、しらたき、ねぎ しょうゆ、みりん、酒
木 キャベツときゅうりのゆかり和え キャベツ、きゅうり しそふりかけ

みそ汁（なす・たまねぎ） 麦みそ なす、たまねぎ、ねぎ 煮干だし汁
午後おやつ 乳児牛乳・幼児お水 牛乳

乾パン 乾パン
みかん みかん

18 昼食 御飯 米
金 鶏肉のゆずジャム焼き 鶏もも肉 ゆず果汁 しょうゆ、酒

キャベツのたたきなめこがけ 砂糖、ごま油 キャベツ、なめこ 酢、しょうゆ
みそ汁（かぼちゃ、麩） 焼ふ(板ふ） 米みそ かぼちゃ、ねぎ 煮干だし汁

午後おやつ 牛乳 牛乳
ドーナツ 油、強力粉、小麦粉、砂糖 牛乳、卵、バター ベーキングパウダー、食塩

19 昼食 きざみうどん ゆでうどん、砂糖 生揚げ ねぎ かつお・昆布だし汁、しょうゆ（うすくち）

土 キャベツソテー ウインナー キャベツ、たまねぎ
午後おやつ 牛乳 牛乳

市販菓子

日
　
曜
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21 昼食 御飯 米
月 蕪と豚のしょうが煮 砂糖 豚肉 しょうが、かぶ しょうゆ、本みりん、酒

きゅうりとわかめの酢の物 砂糖 ツナ水煮缶 きゅうり、生わかめ 酢、しょうゆ
みそ汁(豆腐、玉葱） 木綿豆腐、麦みそ たまねぎ、葉ねぎ 煮干だし汁

午後おやつ 牛乳 牛乳
大根もち 片栗粉、小麦粉 だいこん、ねぎ、干ししいたけ 酢、しょうゆ

22 昼食 御飯 米
火 松風焼き パン粉、ごま、砂糖、油 鶏ひき肉、木綿豆腐、卵、みそ たまねぎ、ねぎ

ブロッコリーのおかか和え かつお節 ブロッコリー、にんじん しょうゆ、みりん
すまし汁 たまねぎ、しめじ、葉ねぎ かつおだし汁、しょうゆ、みりん、食塩

午後おやつ 牛乳 牛乳
マカロニきなこ マカロニ、砂糖 きな粉 食塩
みかん みかん

23 昼食 ハヤシライス 米、じゃがいも、油 牛肉 たまねぎ、しめじ ハヤシルウ
水 かみかみサラダ マヨネーズ するめ だいこん、きゅうり、にんじん、切り干しだいこん しょうゆ

午後おやつ 牛乳 牛乳
リンゴゼリー 砂糖 りんご濃縮果汁、かんてん、りんご 水
市販菓子

24 昼食 御飯 米
木 ブリ大根 砂糖 ぶり（焼） だいこん みりん、かつおだし汁、しょうゆ、酒

キャベツの昆布和え きゅうり、塩こんぶ、キャベツ
みそ汁（白菜・えのき・麩） 焼ふ(板ふ） 麦みそ えのきたけ、はくさい 煮干だし汁

午後おやつ 牛乳 牛乳
みたらし団子 白玉粉、砂糖、片栗粉 絹ごし豆腐 しょうゆ
するめ するめ

25 昼食 御飯 米
金 鶏肉の甘辛焼き 鶏もも肉 焼き鳥のたれ

切干大根の酢の物 砂糖 かにかまぼこ 切り干しだいこん、生わかめ かつおだし汁、酢
みそ汁（さつまいも） さつまいも 麦みそ にんじん、ねぎ 煮干だし汁

午後おやつ 牛乳 牛乳
シュガーラスク グラニュー糖、フランスパン バター

26 昼食 中華どんぶり 米、片栗粉、砂糖 豚肉(もも) はくさい、たまねぎ、にんじん、たけのこ、干ししいたけ、しょうが しょうゆ、酒、食塩
土 中華卵スープ 木綿豆腐、卵 コーン（冷凍）、生わかめ 水、食塩、こしょう

午後おやつ 牛乳 牛乳
市販菓子

28 昼食 御飯 米
月 鶏肉のゆずジャム焼き 鶏もも肉 ゆず果汁 しょうゆ、酒

キャベツのたたきなめこがけ 砂糖、ごま油 キャベツ、なめこ 酢、しょうゆ
みそ汁（かぼちゃ、麩） 焼ふ(板ふ） 米みそ かぼちゃ、ねぎ 煮干だし汁

午後おやつ 牛乳 牛乳
みかん蒸しパン 小麦粉、さつまいも、砂糖 牛乳 りんご ベーキングパウダー

29 昼食 ロールパン ロールパン
火 クリームシチュー じゃがいも、小麦粉、油 鶏むね肉、バター たまねぎ、にんじん、ブロッコリー、マッシュルーム缶 コンソメ、食塩

サイコロサラダ（マヨ） マヨネーズ きゅうり、コーン（冷凍）、にんじん、だいこん

午後おやつ 牛乳 牛乳
中華風おじや 米 しらす干し キャベツ、にんじん、葉ねぎ しょうゆ、食塩

30 昼食 豚いか豆腐丼 米、砂糖 焼き豆腐、豚肉、いか たまねぎ、しらたき、ねぎ しょうゆ、みりん、酒
水 キャベツときゅうりのゆかり和え キャベツ、きゅうり しそふりかけ

みそ汁（なす・たまねぎ） 麦みそ なす、たまねぎ、ねぎ 煮干だし汁
午後おやつ 牛乳 牛乳

きざみうどん ゆでうどん、砂糖 生揚げ ねぎ かつお・昆布だし汁、しょうゆ（うすくち）

31 昼食 御飯 米
木 鮭のあけぼの焼き マヨネーズ さけ、粉チーズ にんじん パセリ粉、食塩、こしょう

ほうれん草と人参の磯和え ほうれんそう、にんじん、もやし、焼きのり しょうゆ、みりん
すまし汁（わかめ・大根） 焼ふ(板ふ） だいこん、生わかめ 煮干だし汁、しょうゆ（うすくち）、みりん、食塩

午後おやつ 牛乳 牛乳
ゆずケーキ 小麦粉、砂糖 ヨーグルト(無糖)、卵、無塩バター あんずジャム ベーキングパウダー

日
　
曜

材         料        名


