
様式F100

献　　　立　　　表
2022年01月 保育所　こどもの家(一般)

材料名 （◎は10時おやつ,○は午後おやつ材料） おやつ
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 （◎は10時,○は午後おやつ）

04
火

05
水

06
木

07
金

08
土

11
火

12
水

13
木

14
金

15
土

17
月

18
火

日付 献立名

すまし汁、松風焼き・豆
腐いり、たつくり（ごま）、
なます、じゃこまぜ御飯

七分つき米、○米粉、
○ながいも、○砂糖、
○油、片栗粉、砂糖、
ごま油

鶏ひき肉、木綿豆腐、
しらす干し、米みそ（淡
色辛みそ）、いわし（田
作り）、かつお節

だいこん、たまねぎ、こ
まつな、ねぎ、にんじ
ん、えのきたけ、○み
かん濃縮果汁、ごま、
あおのり

○米粉のみかん蒸
しパン

御飯、豚汁、豆腐のえび
風味焼き、ブロッコリーの
玉ねぎドレッシング、りん
ご

七分つき米、○砂糖、
片栗粉、油、ごま油、
砂糖

木綿豆腐、○豆乳、豚
肉(肩ロース)、○ゆで
あずき缶、ちくわ、米
みそ（淡色辛みそ）、
干しえび、かつお節

○かぼちゃ、りんご、
だいこん、ブロッコ
リー、にんじん、ねぎ、
たまねぎ、ごぼう、○粉
かんてん、あおのり

○かぼちゃかん（あ
ずき）

御飯、かぶのスープ
（鶏）、かじきのカレーあ
んかけ、にんじんとみか
んのサラダ

七分つき米、○白玉
粉、片栗粉、油、○砂
糖、○油

かじき、○豆乳、○大
豆（乾）、○ウインナー
ソーセージ、鶏ひき肉

かぶ、みかん缶、にん
じん、チンゲンサイ、た
まねぎ、○こまつな、
○コーン缶、ねぎ、
コーン缶、かぶ・葉

○大豆粉のケーク
サレ（コーン）

御飯、みそ汁（さつまい
も・わかめ）、肉豆腐、ほう
れん草のおかか和え（人
参）

七分つき米、○七分
つき米、さつまいも、砂
糖

焼き豆腐、豚肉(肩
ロース)、○さけ、米み
そ（淡色辛みそ）、か
つお節

ほうれんそう、はくさ
い、たまねぎ、もやし、
ねぎ、にんじん、えの
きたけ、○ごま、○焼き
のり、カットわかめ

○おにぎり（さけ・ご
ま）

野菜そぼろ丼(納豆）、キ
ウイフルーツ、かぼちゃ
サラダ（かつおぶし）

七分つき米、○米粉、
○さつまいも、○砂
糖、○油、油、米粉、
ごま油

豚ひき肉、○豆乳、○
脱脂粉乳、挽きわり納
豆、かつお節

かぼちゃ、キウイフ
ルーツ、たまねぎ、こま
つな、きゅうり、キャベ
ツ、コーン缶、にんじ
ん

○米粉蒸しパン・さ
つまいも、○スキム
ミルク

御飯、みそ汁（じゃが芋・
たまねぎ）、ぶり大根、小
松菜のごまあえ（キャベ
ツ）

七分つき米、じゃがい
も、○七分つき米、○
もち米、砂糖、○油

ぶり、米みそ（淡色辛
みそ）、油揚げ

だいこん、こまつな、
キャベツ、○にんじ
ん、たまねぎ、にんじ
ん、○コーン缶、ごま、
○刻みこんぶ、しょうが

○にんじんおやき

ひじきごはん（エビ・ご
ま）、鶏だんご鍋（はくさ
い）、きゅうりと長芋のさっ
ぱり漬け、みかん

七分つき米、○食パ
ン、ながいも、片栗粉、
○グラニュー糖、砂
糖、○バター

鶏ひき肉、木綿豆腐、
○脱脂粉乳、干しえ
び、かつお節

みかん、はくさい、きゅ
うり、えのきたけ、ね
ぎ、にんじん、たまね
ぎ、ごま、ひじき、しょう
が

○トースト（バター
シュガー）、○スキ
ムミルク

御飯、豆乳汁（野菜）、さ
けのサラダ焼き、きんぴら
ごぼう、キウイフルーツ

七分つき米、○さつま
いも、○水あめ、マッ
シュポテト、油、○小
麦粉、○油、○砂糖、
ごま油、○白玉粉、砂

豆乳、さけ キウイフルーツ、にん
じん、ごぼう、クリーム
コーン缶、たまねぎ、
キャベツ、かぼちゃ、
えのきたけ

○さつま芋のきん
つば風

御飯、みそ汁（もやし・わ
かめ）、鶏肉と大豆の揚
げ煮、かぶの塩昆布あえ

七分つき米、さつまい
も、○砂糖、片栗粉、
油

○豆乳、鶏もも肉、蒸
し大豆、○あずき
（乾）、米みそ（淡色辛
みそ）、○きな粉

かぶ、にんじん、もや
し、ほうれんそう、ね
ぎ、かぶ・葉、塩こん
ぶ、○粉かんてん、
カットわかめ、しょうが

○豆乳ゼリー（小
倉）

てりやき野菜丼、バナ
ナ、トマトのツナ和え

七分つき米、○白玉
粉、○油、○片栗粉、
○米粉、○グラニュー
糖、砂糖、油、○砂
糖、片栗粉

鶏もも肉、○豆乳、ツ
ナ油漬缶、○大豆
（乾）、○きな粉

バナナ、トマト、もや
し、きゅうり、たまねぎ、
キャベツ、にんじん

○ソフトパン(大豆・
きな粉）

御飯、野菜のスープ煮、
納豆ボール、かぶの梅あ
え（きゅうり）、バナナ

○じゃがいも、七分つ
き米、じゃがいも、片
栗粉、○油、○砂糖、
砂糖

豚ひき肉、挽きわり納
豆、鶏ひき肉、○いわ
し（田作り）、かつお節

バナナ、きゅうり、か
ぶ、たまねぎ、キャベ
ツ、ホールトマト缶詰、
ねぎ、にんじん、○ご
ま、うめ干し

○おやつ小魚（ご
ま）、○フライドポテ
ト

御飯、みそ汁（豆腐・チン
ゲン菜）、豚肉と野菜のご
ま炒め、ゆでブロッコ
リー、ひじきとさつま芋の
煮物（人参）

七分つき米、さつまい
も、○砂糖、油、片栗
粉、砂糖

豚肉(肩ロース)、木綿
豆腐、米みそ（淡色辛
みそ）

たまねぎ、○にんじ
ん、○オレンジ濃縮果
汁、ブロッコリー、ね
ぎ、にんじん、チンゲ
ンサイ、えのきたけ、ひ

○キャロットゼリー
（寒天）
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2022年01月

材料名 （◎は10時おやつ,○は午後おやつ材料） おやつ
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19
水

20
木

21
金

22
土

24
月

25
火

26
水

27
木

28
金

29
土

31
月

○米粉肉まん

日付 献立名

御飯、大豆汁（なす）、白
身魚の香り蒸し、かぼ
ちゃ（蒸し）、みかん

七分つき米、○米粉、
○油、○砂糖、ごま油

あかうお、蒸し大豆、
○脱脂粉乳、○豆乳、
○おから、米みそ（淡
色辛みそ）、油揚げ

みかん、かぼちゃ、こ
まつな、○バナナ、な
す、たまねぎ、ねぎ、
にんじん、しょうが

中華丼（はくさい）、りん
ご、わかめスープ（たまね
ぎ）

七分つき米、○七分
つき米、押麦、ごま
油、片栗粉、○ごま油

豚肉(肩ロース)、○しら
す干し、○かつお節

りんご、はくさい、たま
ねぎ、にんじん、たけ
のこ（ゆで）、しいた
け、○ねぎ、黒きくら
げ、カットわかめ、しょ

○おにぎり（しらす・
ねぎ）

○米粉ドーナツ・お
からバナナ、○スキ
ムミルク

さばのそぼろご飯、すま
し汁（鶏・さといも）、白菜
のごま酢あえ（にんじ
ん）、りんご

七分つき米、さといも、
○米粉、○片栗粉、押
麦、○油、砂糖、○砂
糖、ごま油、片栗粉、
○ごま油

さば(水煮缶)、○豆
乳、○鶏ひき肉、鶏も
も肉、○おから

はくさい、りんご、だい
こん、にんじん、ねぎ、
ごぼう、ほうれんそう、
○ねぎ、だいこん
（葉）、ごま

御飯、すまし汁（さといも・
こまつな）、厚揚げのケ
チャップ煮、キャベツの
パインサラダ（わかめ）

七分つき米、さといも、
○七分つき米、○もち
米、○砂糖、油、片栗
粉

生揚げ、豚肉(肩ロー
ス)、○きな粉

キャベツ、たまねぎ、
パイン缶、にんじん、こ
まつな、コーン缶、ね
ぎ、カットわかめ

○おはぎ（きな粉）

御飯、すまし汁（だいこ
ん・わかめ）、さわらの五
目とろみ煮、フルーツカク
テル（キウイ・もも）

七分つき米、○片栗
粉、○砂糖、片栗粉、
油、砂糖

○牛乳、さわら、○き
な粉

だいこん、たまねぎ、も
も缶（白桃）、みかん
缶、キウイフルーツ、に
んじん、コーン缶、え
のきたけ、ピーマン、

○牛乳もち

御飯、みそ汁（豆腐・わか
め）、肉じゃが・カレー味
（豚肉）、ほうれん草とえ
のき茸のお浸し、みかん

七分つき米、じゃがい
も、○米粉、○片栗
粉、○油、油、砂糖、
○ごま油

木綿豆腐、豚肉(肩
ロース)、○豆乳、○絹
ごし豆腐、米みそ（淡
色辛みそ）

みかん、ほうれんそう、
たまねぎ、にんじん、
えのきたけ、○こまつ
な、ねぎ、○にら、○
にんじん、○ごま、カッ

○豆腐チヂミ（小松
菜・ごま）

御飯、みそ汁（もやし・油
揚げ）、さばの焼きおろし
煮、かぼちゃのマリネ

七分つき米、○米粉、
○油、油、砂糖

さば、○豆乳、○脱脂
粉乳、○つぶしあん
（砂糖添加）、米みそ
（淡色辛みそ）、油揚
げ

かぼちゃ、だいこん、も
やし、きゅうり、にんじ
ん、たまねぎ、コーン
缶、万能ねぎ

○米粉蒸しパン・小
豆、○スキムミルク

みそ炒め丼、オレンジ、も
やしのごま酢あえ

七分つき米、○米粉、
○砂糖、○油、油、砂
糖、片栗粉

豚肉(肩ロース)、○豆
乳、米みそ（赤色辛み
そ）

キャベツ、オレンジ、も
やし、にんじん、ピー
マン、ねぎ、赤ピーマ
ン、ごま、にんにく、
しょうが

○米粉蒸しパン

ハリハリゆかり御飯、豆乳
コーン鍋（はくさい）、わ
かさぎごま衣焼き、さつま
芋の甘煮

七分つき米、さつまい
も、押麦、米粉、○油、
○米粉、○片栗粉、○
砂糖、油、砂糖

絹ごし豆腐、豆乳、○
豆乳、鶏もも肉、わか
さぎ、○大豆（乾）

はくさい、たまねぎ、○
にんじん、にんじん、ク
リームコーン缶、えのき
たけ、○マーマレー
ド、切り干しだいこん、

○キャロットケーキ
(大豆粉・米粉）

鶏肉と小松菜のクリーム
ライス、ひじきのツナ酢あ
え（もやし）、みかん

○さつまいも、七分つ
き米、押麦、○油、米
粉、油、砂糖、○水あ
め、○砂糖

鶏もも肉、豆乳、ツナ
油漬缶

みかん、こまつな、も
やし、たまねぎ、にん
じん、クリームコーン
缶、いんげん、ひじき、
○ごま、にんにく

○大学芋（ごま）

御飯、みそ汁（だいこん・
油揚げ）、れんこんバー
グ、蒸し野菜のサラダ、り
んご

七分つき米、○砂糖、
片栗粉、○米粉、○
油、油、砂糖

豚ひき肉、牛ひき肉、
○豆乳、○凍り豆腐、
米みそ（淡色辛み
そ）、油揚げ、○きな粉

りんご、だいこん、れん
こん、たまねぎ、キャベ
ツ、ブロッコリー、にん
じん、ねぎ、レモン果
汁

○凍り豆腐のきな
粉トースト


