
2022年05月 献    　  立      　表 浦安わかば保育園
エネルギー
たんぱく質

　脂質／塩分
 (  )は未満児

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 調味料

02 632.4(503.8) 小麦

月 19.7(17.1) 乳

32.0(26.2) 卵

1.8(1.4)

06 586.1(470.5) 小麦

金 27.1(22.3) 乳

19.1(17.1) 卵

1.7(1.4)

07 482.1(404.0) 小麦

土 15.9(14.7) 乳

13.1(13.3) 卵

1.7(1.3)

09 584.3(476.6) 小麦

月 19.5(17.0) 乳

17.9(16.8)

2.2(1.7)

10 580.5(497.7) 小麦

火 28.2(24.9) 乳

28.6(26.2) 卵

2.5(1.9)

11 594.8(478.0) 乳

水 21.3(18.3)

19.9(17.7)

1.7(1.3)

12 592.1(480.5) 小麦

木 27.1(22.4) 乳

20.9(18.9) 卵

2.3(1.8)

13 594.6(489.1) 乳

金 21.8(18.7)

17.3(16.0)

2.8(2.1)

14 456.1(392.2) 乳

土 15.4(14.6)

11.8(12.6)

1.9(1.5)

16 582.1(481.2) 乳

月 24.2(21.2)

15.7(15.6)

1.8(1.4)

17 578.5(489.1) 小麦

火 21.8(19.7) 乳

20.3(18.7) 卵

2.9(2.3)

18 561.4(457.9) 乳

水 25.4(21.3)

14.7(14.3)

2.0(1.6)

19 582.7(468.9) 小麦

木 22.9(19.4) 乳

20.6(18.2) 卵

2.5(1.8)

20 557.1(450.3) 乳

金 26.6(22.0)

14.3(13.7)

1.5(1.2)

21 476.0(399.7) 乳

土 15.6(14.5)

11.0(11.9)

1.9(1.5)

23 584.3(476.6) 小麦

月 19.5(17.0) 乳

17.9(16.8)

2.2(1.7)

24 580.5(497.7) 小麦

火 28.2(24.9) 乳

28.6(26.2) 卵

2.5(1.9)

25 594.8(478.0) 小麦

水 21.3(18.3)

19.9(17.7)

1.7(1.3)

26 592.1(480.5) 小麦

木 27.1(22.4) 乳

20.9(18.9) 卵

2.3(1.8)

27 576.0(483.4) 小麦

金 23.4(19.9) 乳

20.8(19.4)

2.0(1.5)

28 456.1(392.2) 乳

土 15.4(14.6)

11.8(12.6)

1.9(1.5)

30 582.1(481.2) 乳

月 24.2(21.2)

15.7(15.6)

1.8(1.4)

31 578.5(489.1) 小麦

火 21.8(19.7) 乳

20.3(18.7) 卵

2.9(2.3)

牛乳、おにぎり
（鮭）

ジャージャーめん、ジャーマンポ
テト（ベーコン）、麩のすまし汁、
バナナ

生中華めん、じゃがいも、○
食パン、○マヨネーズ、油、
片栗粉、焼ふ、砂糖

○牛乳、豚ひき肉、米みそ
（淡色辛みそ）、ベーコン、
◎牛乳

バナナ、たまねぎ、○コーン
缶、にんじん、ピーマン、ね
ぎ、○たまねぎ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、酒、食塩、パセリ粉

牛乳 牛乳、トースト
（コーン・たまね
ぎ）

チンジャオロース丼、ブロッコ
リーの三色サラダ、豆腐みそ汁
（わかめ）、バナナ

米、○米、油、○ごま、砂糖 ○牛乳、◎牛乳、木綿豆
腐、豚肉(もも)、○さけ
（塩）、米みそ（淡色辛みそ）

バナナ、ブロッコリー、にん
じん、ピーマン、たけのこ（ゆ
で）、コーン缶、○焼きのり、
カットわかめ

かつお・昆布だし汁、○酒、
酒、中華だしの素、酢、食
塩、こしょう

牛乳

牛乳、ブラウ
ニー

チャーハン（豚肉）、豆腐みそ汁
（わかめ）、バナナ

米、○コーンフレーク、油 ○牛乳、木綿豆腐、豚ひき
肉、淡色みそ、◎牛乳

バナナ、たまねぎ、にんじ
ん、ピーマン、ねぎ、カットわ
かめ、あおのり

かつおだし汁、酒、しょうゆ、
食塩

牛乳 牛乳、コーンフ
レーク

【誕生会メニュー】 ピラフ
（チキンコンソメ）、鶏のから揚
げ、彩り野菜サラダ、わかめスー
プ（コーン）

米、○ホットケーキ粉、○砂
糖、○油、油、片栗粉、砂糖

○牛乳、◎牛乳、鶏もも肉、
○豆乳、鶏ひき肉、○絹ご
し豆腐

ブロッコリー、キャベツ、たま
ねぎ、にんじん、コーン缶、
きゅうり、赤ピーマン、ねぎ、
カットわかめ、しょうが、にん
にく

しょうゆ、酢、食塩、洋風だ
しの素、中華だしの素、酒、
パセリ粉

牛乳

牛乳、おにぎり
（とりそぼろ）

御飯、かじきのケチャップ煮、ブ
ロッコリーのチキンサラダ、みそ
汁、キウイフルーツ

米、○食パン、じゃがいも、
○マヨネーズ、油、片栗粉、
砂糖

○牛乳、◎牛乳、かじき、鶏
ささ身、○ハム、米みそ（淡
色辛みそ）、○とろけるチー
ズ

キウイフルーツ、キャベツ、
ブロッコリー、にんじん、コー
ン缶、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、○ケ
チャップ、ケチャップ、中濃
ソース、酢、食塩

牛乳 牛乳、ホットハム
サンド

御飯、ポークチャップ、じゃが芋
きんぴら、みそ汁(だいこん）、オ
レンジ

米、○米、じゃがいも、油、
砂糖、ごま

○牛乳、豚肉(肩ロース)、○
鶏ひき肉、米みそ（淡色辛
みそ）、◎牛乳

オレンジ、だいこん、キャベ
ツ、にんじん、ごぼう、カット
わかめ、○あおのり

かつお・昆布だし汁、ケ
チャップ、しょうゆ、中濃ソー
ス、○酒、酒、○しょうゆ、食
塩

牛乳

牛乳、ジャムサ
ンド（いちご）

ミートスパゲティー、和風白菜サ
ラダ、きのこのスープ

マカロニ・スパゲティ、○ホッ
トケーキ粉、油、砂糖、○
油、米粉

○牛乳、◎牛乳、豚ひき
肉、○ウインナーソーセー
ジ、鶏ささ身、○卵

たまねぎ、はくさい、えのき
たけ、にんじん、しめじ、
コーン（冷凍）、さやえんどう

ケチャップ、ウスターソース、
酢、しょうゆ、洋風だしの素、
食塩

牛乳 牛乳、アメリカン
ドッグミニ

カレーライス、彩り野菜サラダ、
コーンスープ（アスパラ）

米、○食パン、じゃがいも、
油、砂糖

○牛乳、◎牛乳、牛乳、豚
肉(もも)

たまねぎ、クリームコーン
缶、キャベツ、にんじん、
きゅうり、グリーンアスパラガ
ス、○いちごジャム、赤ピー
マン、ねぎ、コーン缶

カレールウ、酢、洋風だしの
素、食塩

牛乳

牛乳、おにぎり
（とりそぼろ）

中華丼、わかめスープ（コー
ン）、バナナ

米、○コーンフレーク、ごま
油、片栗粉、砂糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉(もも) バナナ、はくさい、コーン
缶、ねぎ、たけのこ、しいた
け、にんじん、カットわかめ、
しょうが、にんにく

中華スープ、しょうゆ、食
塩、中華だしの素、こしょう

牛乳 牛乳、コーンフ
レーク

御飯、鮭のムニエル、新じゃがそ
ぼろ、みそ汁（きゃべつ・あげ）

米、じゃがいも、○米、油、
小麦粉、砂糖、片栗粉、○
砂糖

○牛乳、◎牛乳、さけ、豚ひ
き肉、○鶏ひき肉、淡色み
そ、油揚げ

ブロッコリー、キャベツ、たま
ねぎ、ねぎ、○あおのり

かつお・昆布だし汁、○酒、
○みりん、○しょうゆ、しょう
ゆ、食塩

牛乳

牛乳、チャーハ
ン

御飯、鶏肉の照り焼き（添え・
キャベツ）、きんぴらごぼう（いん
げん・ごま）、みそ汁、オレンジ

米、○ロールパン、じゃがい
も、片栗粉、砂糖、○油、
油、ごま油、ごま

○牛乳、鶏もも肉（皮付き）、
○ウインナーソーセージ、米
みそ（淡色辛みそ）、◎牛乳

オレンジ、キャベツ、にんじ
ん、ごぼう、○キャベツ、い
んげん、カットわかめ、しょう
が

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、みりん、○ケチャップ、
酒、食塩、○食塩

牛乳 牛乳、おやつ・
ホットドッグ

御飯、鮭のちゃんちゃん焼き、
ひじきの煮物、豆腐みそ汁（わ
かめ）、キウイフルーツ

米、○米、砂糖、油、○ごま
油、ごま油

○牛乳、◎牛乳、さけ、木綿
豆腐、米みそ（淡色辛み
そ）、○豚ひき肉、油揚げ

キウイフルーツ、キャベツ、
にんじん、しめじ、○にんじ
ん、○ピーマン、○しいた
け、さやえんどう、ひじき、
カットわかめ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、みりん、○しょうゆ、酒、
○みりん、食塩

牛乳

牛乳、おにぎり
（鮭）

ジャージャーめん、ジャーマンポ
テト（ベーコン）、麩のすまし汁、
バナナ

生中華めん、じゃがいも、○
食パン、○マヨネーズ、油、
片栗粉、焼ふ、砂糖

○牛乳、豚ひき肉、米みそ
（淡色辛みそ）、ベーコン、
◎牛乳

バナナ、たまねぎ、○コーン
缶、にんじん、ピーマン、ね
ぎ、○たまねぎ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、酒、食塩、パセリ粉

牛乳 牛乳、トースト
（コーン・たまね
ぎ）

チンジャオロース丼、ブロッコ
リーの三色サラダ、豆腐みそ汁
（わかめ）、バナナ

米、○米、油、○ごま、砂糖 ○牛乳、◎牛乳、木綿豆
腐、豚肉(もも)、○さけ
（塩）、米みそ（淡色辛みそ）

バナナ、ブロッコリー、にん
じん、ピーマン、たけのこ（ゆ
で）、コーン缶、○焼きのり、
カットわかめ

かつお・昆布だし汁、○酒、
酒、中華だしの素、酢、食
塩、こしょう

牛乳

牛乳、【長野
県郷土料
理】五平餅

チャーハン（豚肉）、豆腐みそ汁
（わかめ）、バナナ

米、○コーンフレーク、油 ○牛乳、木綿豆腐、豚ひき
肉、淡色みそ、◎牛乳

バナナ、たまねぎ、にんじ
ん、ピーマン、ねぎ、カットわ
かめ、あおのり

かつおだし汁、酒、しょうゆ、
食塩

牛乳 牛乳、コーンフ
レーク

わかめ御飯、豚肉と野菜のごま
炒め、じゃがいもとピーマンのき
んぴら、みそ汁(だいこん）、グ
レープフルーツ

米、じゃがいも、○米、○す
りごま、○砂糖、ごま、砂糖、
油

○牛乳、◎牛乳、豚肉(ロー
ス)、淡色みそ、○米みそ
（淡色辛みそ）

グレープフルーツ、たまね
ぎ、だいこん、ピーマン、ね
ぎ、にんじん、カットわかめ、
にんにく、しょうが

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、みりん、○みりん、食塩

牛乳

牛乳、おにぎり
（とりそぼろ）

御飯、かじきのケチャップ煮、ブ
ロッコリーのチキンサラダ、みそ
汁、キウイフルーツ

米、○食パン、じゃがいも、
○マヨネーズ、油、片栗粉、
砂糖

○牛乳、◎牛乳、かじき、鶏
ささ身、○ハム、米みそ（淡
色辛みそ）、○とろけるチー
ズ

キウイフルーツ、キャベツ、
ブロッコリー、にんじん、コー
ン缶、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、○ケ
チャップ、ケチャップ、中濃
ソース、酢、食塩

牛乳 牛乳、ホットハム
サンド

御飯、ポークチャップ、じゃが芋
きんぴら、みそ汁(だいこん）、オ
レンジ

米、○米、じゃがいも、油、
砂糖、ごま

○牛乳、豚肉(肩ロース)、○
鶏ひき肉、米みそ（淡色辛
みそ）、◎牛乳

オレンジ、だいこん、キャベ
ツ、にんじん、ごぼう、カット
わかめ、○あおのり

かつお・昆布だし汁、ケ
チャップ、しょうゆ、中濃ソー
ス、○酒、酒、○しょうゆ、食
塩

牛乳

牛乳、ジャムサ
ンド（いちご）

ミートスパゲティー、和風白菜サ
ラダ、きのこのスープ

マカロニ・スパゲティ、○ホッ
トケーキ粉、油、砂糖、○
油、米粉

○牛乳、◎牛乳、豚ひき
肉、○ウインナーソーセー
ジ、鶏ささ身、○卵

たまねぎ、はくさい、えのき
たけ、にんじん、しめじ、
コーン（冷凍）、さやえんどう

ケチャップ、ウスターソース、
酢、しょうゆ、洋風だしの素、
食塩

牛乳 牛乳、アメリカン
ドッグミニ

カレーライス、彩り野菜サラダ、
コーンスープ（アスパラ）

米、○コッペパン、じゃがい
も、油、砂糖

○牛乳、◎牛乳、牛乳、豚
肉(もも)

たまねぎ、クリームコーン
缶、キャベツ、にんじん、
きゅうり、グリーンアスパラガ
ス、○いちごジャム、赤ピー
マン、ねぎ、コーン缶

カレールウ、酢、洋風だしの
素、食塩

牛乳

牛乳、あげぱん
（きな粉）

中華丼、わかめスープ（コー
ン）、バナナ

米、○小麦粉、ごま油、片栗
粉、○砂糖、砂糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉(も
も)、○卵、○無塩バター

バナナ、はくさい、コーン
缶、ねぎ、たけのこ、しいた
け、にんじん、カットわかめ、
しょうが、にんにく

中華スープ、しょうゆ、食
塩、中華だしの素、○食塩、
こしょう

牛乳 牛乳、スティック
パン

御飯、鮭のムニエル、新じゃがそ
ぼろ、みそ汁（きゃべつ・あげ）、
キウイフルーツ

米、じゃがいも、○ロールパ
ン、○油、油、小麦粉、砂
糖、○グラニュー糖、片栗
粉、○砂糖

○牛乳、◎牛乳、さけ、豚ひ
き肉、淡色みそ、油揚げ、○
きな粉

キウイフルーツ、ブロッコ
リー、キャベツ、たまねぎ、
ねぎ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、食塩

牛乳

アレルギー

【こどもの日メニュー】ドラ
イカレーライス、節句・こいのぼり
ウインナー、節句・ゆで野菜、き
のこのスープ

米、○小麦粉、○砂糖、油、
小麦粉、砂糖

○牛乳、豚ひき肉、ウイン
ナーソーセージ、○無塩バ
ター、○卵、◎牛乳

たまねぎ、にんじん、えのき
たけ、グリーンアスパラガス、
ピーマン、しめじ、トマト
ピューレ、さやえんどう

ウスターソース、洋風だしの
素、カレー粉、おろしにんに
く、おろししょうが、食塩

牛乳 牛乳、こいのぼ
りクッキー

日付 献立
材         料        名 (◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

10時おやつ 3時おやつ


