
2022年06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

01 556.3(452.2) 小麦

水 26.4(22.0) 乳

16.8(15.5) 卵

2.4(1.8)

02 587.3(483.7) 小麦

木 24.0(21.2) 乳

17.4(16.5) 卵

2.1(1.6)

03 579.5(467.0) 乳

金 23.7(19.9)

16.9(15.7)

1.9(1.4)

04 546.2(454.0) 小麦

土 18.4(16.9) 乳

15.3(15.1) 卵

2.1(1.7)

06 573.3(476.2) 小麦

月 25.4(22.3) 乳

18.5(17.7)

1.9(1.5)

07 566.7(455.3) 乳

火 19.5(16.9)

13.3(13.0)

2.2(1.7)

08 575.7(483.1) 小麦

水 27.5(23.9) 乳

17.7(16.9) 卵

2.4(1.8)

09 547.0(450.3) 小麦

木 24.6(21.1) 乳

16.2(15.7)

2.2(1.6)

10 537.8(440.2) 小麦

金 24.4(20.5) 乳

13.4(13.2)

2.7(2.0)

11 509.1(428.4) 小麦

土 18.2(16.5) 乳

15.6(15.1) 卵

1.8(1.3)

13 571.1(467.4) 乳

月 22.0(18.9) 卵

17.4(16.4)

2.1(1.7)

14 572.5(482.6) 小麦

火 21.1(18.6) 乳

22.0(20.3) 卵

2.3(1.9)

15 556.3(452.2) 小麦

水 26.4(22.0) 乳

16.8(15.5) 卵

2.4(1.8)

16 587.3(483.7) 小麦

木 24.0(21.2) 乳

17.4(16.5) 卵

2.1(1.6)

17 579.5(467.0) 乳

金 23.7(19.9)

16.9(15.7)

1.9(1.4)

18 546.2(454.0) 小麦

土 18.4(16.9) 乳

15.3(15.1) 卵

2.1(1.7)

20 573.3(476.2) 小麦

月 25.4(22.3) 乳

18.5(17.7)

1.9(1.5)

21 566.7(455.3) 乳

火 19.5(16.9)

13.3(13.0)

2.2(1.7)

22 575.7(483.1) 小麦

水 27.5(23.9) 乳

17.7(16.9) 卵

2.4(1.8)

23 547.0(450.3) 小麦

木 24.6(21.1) 乳

16.2(15.7)

2.2(1.6)

24 507.9(421.7) 小麦

金 21.6(18.5) 乳

17.4(16.5) 卵

1.9(1.5)

25 509.1(428.4) 乳

土 18.2(16.5) 卵

15.6(15.1)

1.8(1.3)

27 571.1(467.4) 乳

月 22.0(18.9) 卵

17.4(16.4)

2.1(1.7)

28 572.5(482.6) 小麦

火 21.1(18.6) 乳

22.0(20.3) 卵

2.3(1.9)

29 556.3(452.2) 小麦

水 26.4(22.0) 乳

16.8(15.5) 卵

2.4(1.8)

30 587.3(483.7) 小麦

木 24.0(21.2) 乳

17.4(16.5) 卵

2.1(1.6)

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 アレルギー

御飯、鮭のフライ、ひじきの煮物
（にんじん）、みそ汁（玉ねぎ・あ
げ）、オレンジ

○ゆでうどん、米、パン粉、
油、小麦粉、砂糖、○片栗
粉、ごま油、○砂糖、○油

○牛乳、さけ、○豚ひき肉、
米みそ（淡色辛みそ）、油揚
げ、卵、○米みそ（淡色辛
みそ）、◎牛乳

オレンジ、ブロッコリー、たま
ねぎ、○たまねぎ、にんじ
ん、○にんじん、○ピーマ
ン、さやえんどう、ひじき、○
干ししいたけ

かつお・昆布だし汁、ケ
チャップ、しょうゆ、○酒、食
塩、こしょう

牛乳 牛乳、補食・肉
みそうどん

牛乳 牛乳、とりそぼろ
おにぎり

御飯、豚肉と新ごぼうのしぐれ
煮、じゃが芋炒め、みそ汁(だい
こん)、キウイフルーツ

米、じゃがいも、○コッペパ
ン、○グラニュー糖、○油、
油、砂糖

○牛乳、豚肉(もも)、淡色み
そ、◎牛乳

キウイフルーツ、ごぼう、だ
いこん、えのきたけ、ピーマ
ン、にんじん、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、酒、みりん、食塩

牛乳

○牛乳、豚肉(もも)、○卵、
○無塩バター、◎牛乳

たまねぎ、バナナ、ホールト
マト缶詰、コーン缶、にんじ
ん、カットわかめ

ハヤシルウ、洋風だしの素、
食塩、こしょう

牛乳

牛乳、あげぱん
（グラニュー糖）

御飯、かじきのケチャップ煮、き
んぴらごぼう、豆腐みそ汁（わか
め）、グレープフルーツ

米、○米、油、片栗粉、砂
糖、ごま、○砂糖、ごま油

○牛乳、かじき、木綿豆腐、
○鶏ひき肉、淡色みそ、◎
牛乳

グレープフルーツ、にんじ
ん、ごぼう、キャベツ、カット
わかめ、○あおのり

かつおだし汁、ケチャップ、
しょうゆ、中濃ソース、○酒、
○みりん、○しょうゆ、食塩

牛乳、カップ
ケーキ

ビビンバ丼、和風白菜サラダ、わ
かめスープ（コーン）

米、○食パン、砂糖、油、す
りごま

○牛乳、◎牛乳、豚ひき
肉、鶏ささ身

ほうれんそう、にんじん、はく
さい、コーン缶、ねぎ、○い
ちごジャム、コーン（冷凍）、
カットわかめ、しょうが、にん
にく

しょうゆ、酢、中華だしの素、
酒、食塩

牛乳 牛乳、いちご
ジャムサンド

ハヤシライス、コーンスープ（わ
かめ）、バナナ

米、○ホットケーキ粉、○砂
糖、油

牛乳 牛乳、トースト
（バターシュ
ガー）

中華丼、ブロッコリーの三色サラ
ダ、みそ汁、バナナ

米、○米、じゃがいも、ごま
油、片栗粉、○油、油、砂糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉(も
も)、米みそ（淡色辛みそ）、
○鶏ひき肉

バナナ、はくさい、ブロッコリー、にんじん、
○たまねぎ、たけのこ、しいたけ、コーン
缶、ねぎ、○にんじん、○ピーマン、カット
わかめ、しょうが、にんにく

かつお・昆布だし汁、中華
スープ、○ケチャップ、しょう
ゆ、食塩、酢、○食塩、こ
しょう

牛乳

○牛乳、豚ひき肉、鶏ささ
身、鶏もも肉、○鶏ひき肉、
◎牛乳

たまねぎ、キウイフルーツ、
きゅうり、にんじん、○こまつ
な、コーン缶、○にんじん

ケチャップ、ウスターソース、
○しょうゆ、しょうゆ、○酒、
食塩、洋風だしの素、酢、酒

牛乳

牛乳、おやつ・
ケチャップライス

御飯、豚の生姜焼き、じゃが芋き
んぴら(ハム）、豆腐みそ汁（わか
め）、オレンジ

米、じゃがいも、○食パン、
○グラニュー糖、油、砂糖、
ごま油

○牛乳、豚肉(もも)、木綿豆
腐、ハム、米みそ（淡色辛み
そ）、○バター、◎牛乳

オレンジ、にんじん、たまね
ぎ、キャベツ、ピーマン、しょ
うが、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、みりん、酒

牛乳、おやつ・
ビビンバ

【郷土料理】御飯、【北海道】
さけのちゃんちゃん焼き、きんぴ
らごぼう、みそ汁（玉ねぎ・わか
め）、グレープフルーツ

○ゆでうどん、米、じゃがい
も、砂糖、油、ごま油

○牛乳、さけ、○油揚げ、米
みそ（淡色辛みそ）、白み
そ、バター、◎牛乳

グレープフルーツ、キャベ
ツ、にんじん、たまねぎ、ご
ぼう、○たまねぎ、しめじ、
○ねぎ、○にんじん、カット
わかめ

かつお・昆布だし汁、○か
つお・昆布だし汁、○しょう
ゆ、○みりん、しょうゆ、みり
ん、酒、○食塩、食塩

牛乳 牛乳、補食・き
つねうどん

ミートスパゲティー、きゅうりとささ
みのごまサラダ、チキンスープ
（じゃがいも）、キウイフルーツ

マカロニ・スパゲティ、○米、
じゃがいも、油、米粉、砂
糖、すりごま、○ごま油

牛乳 牛乳、おにぎり
（さけ）

マーボー豆腐丼、みそ汁（玉ね
ぎ・あげ）、バナナ

米、○小麦粉、片栗粉、○
砂糖、ごま油、砂糖

○牛乳、◎牛乳、木綿豆
腐、豚ひき肉、淡色みそ、○
卵、油揚げ、○無塩バ
ター、米みそ（淡色辛みそ）

バナナ、たまねぎ、ねぎ、
しょうが

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、酒、○食塩

牛乳

○牛乳、◎牛乳、○ウイン
ナーソーセージ、豚肉(肩)、
○卵、ベーコン

バナナ、たまねぎ、キャベ
ツ、ブロッコリー、にんじん、
パセリ

しょうゆ、中華だしの素、食
塩

牛乳

牛乳、スティック
パン

カレーライス、ブロッコリーとちく
わのサラダ、わかめスープ

米、○米、じゃがいも、油、
○ごま

○牛乳、牛乳、豚肉(もも)、
○さけ、ちくわ、◎牛乳

たまねぎ、にんじん、ブロッ
コリー、ねぎ、○焼きのり、
カットわかめ、レモン果汁

カレールウ、中華だしの素、
○食塩、食塩

牛乳、アメリカン
ドッグミニ

御飯、鮭のフライ、ひじきの煮物
（にんじん）、みそ汁（玉ねぎ・あ
げ）、オレンジ

○ゆでうどん、米、パン粉、
油、小麦粉、砂糖、○片栗
粉、ごま油、○砂糖、○油

○牛乳、さけ、○豚ひき肉、
米みそ（淡色辛みそ）、油揚
げ、卵、○米みそ（淡色辛
みそ）、◎牛乳

オレンジ、ブロッコリー、たま
ねぎ、○たまねぎ、にんじ
ん、○にんじん、○ピーマ
ン、さやえんどう、ひじき、○
干ししいたけ

かつお・昆布だし汁、ケ
チャップ、しょうゆ、○酒、食
塩、こしょう

牛乳 牛乳、補食・肉
みそうどん

ちゃんぽんラーメン、ジャーマン
ポテト、バナナ

生中華めん、じゃがいも、○
ホットケーキ粉、○油、油、
ごま油

牛乳 牛乳、とりそぼろ
おにぎり

御飯、豚肉と新ごぼうのしぐれ
煮、じゃが芋炒め、みそ汁(だい
こん)、キウイフルーツ

米、じゃがいも、○コッペパ
ン、○グラニュー糖、○油、
油、砂糖

○牛乳、豚肉(もも)、淡色み
そ、◎牛乳

キウイフルーツ、ごぼう、だ
いこん、えのきたけ、ピーマ
ン、にんじん、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、酒、みりん、食塩

牛乳

○牛乳、豚肉(もも)、○卵、
○無塩バター、◎牛乳

たまねぎ、バナナ、ホールト
マト缶詰、コーン缶、にんじ
ん、カットわかめ

ハヤシルウ、洋風だしの素、
食塩、こしょう

牛乳

牛乳、あげぱん
（グラニュー糖）

御飯、かじきのケチャップ煮、き
んぴらごぼう、豆腐みそ汁（わか
め）、グレープフルーツ

米、○米、油、片栗粉、砂
糖、ごま、○砂糖、ごま油

○牛乳、かじき、木綿豆腐、
○鶏ひき肉、淡色みそ、◎
牛乳

グレープフルーツ、にんじ
ん、ごぼう、キャベツ、カット
わかめ、○あおのり

かつおだし汁、ケチャップ、
しょうゆ、中濃ソース、○酒、
○みりん、○しょうゆ、食塩

牛乳、カップ
ケーキ

ビビンバ丼、和風白菜サラダ、わ
かめスープ（コーン）

米、○食パン、砂糖、油、す
りごま

○牛乳、◎牛乳、豚ひき
肉、鶏ささ身

ほうれんそう、にんじん、はく
さい、コーン缶、ねぎ、○い
ちごジャム、コーン（冷凍）、
カットわかめ、しょうが、にん
にく

しょうゆ、酢、中華だしの素、
酒、食塩

牛乳 牛乳、いちご
ジャムサンド

ハヤシライス、コーンスープ（わ
かめ）、バナナ

米、○ホットケーキ粉、○砂
糖、油

牛乳 牛乳、トースト
（バターシュ
ガー）

中華丼、ブロッコリーの三色サラ
ダ、みそ汁、バナナ

米、○米、じゃがいも、ごま
油、片栗粉、○油、油、砂糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉(も
も)、米みそ（淡色辛みそ）、
○鶏ひき肉

バナナ、はくさい、ブロッコリー、にんじん、
○たまねぎ、たけのこ、しいたけ、コーン
缶、ねぎ、○にんじん、○ピーマン、カット
わかめ、しょうが、にんにく

かつお・昆布だし汁、中華
スープ、○ケチャップ、しょう
ゆ、食塩、酢、○食塩、こ
しょう

牛乳

○牛乳、豚ひき肉、鶏ささ
身、鶏もも肉、○鶏ひき肉、
◎牛乳

たまねぎ、キウイフルーツ、
きゅうり、にんじん、○こまつ
な、コーン缶、○にんじん

ケチャップ、ウスターソース、
○しょうゆ、しょうゆ、○酒、
食塩、洋風だしの素、酢、酒

牛乳

牛乳、おやつ・
ケチャップライス

御飯、豚の生姜焼き、じゃが芋き
んぴら(ハム）、豆腐みそ汁（わか
め）、オレンジ

米、じゃがいも、○食パン、
○グラニュー糖、油、砂糖、
ごま油

○牛乳、豚肉(もも)、木綿豆
腐、ハム、米みそ（淡色辛み
そ）、○バター、◎牛乳

オレンジ、にんじん、たまね
ぎ、キャベツ、ピーマン、しょ
うが、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、みりん、酒

牛乳、おやつ・
ビビンバ

【誕生会メニュー】 わかめ
御飯、鶏のから揚げ、コールス
ローサラダ、きのこのスープ

米、○ホットケーキ粉、片栗
粉、油、マヨネーズ、砂糖

○牛乳、鶏もも肉、○卵、○
生クリーム、◎牛乳

キャベツ、トマト、えのきた
け、にんじん、たまねぎ、し
めじ、さやえんどう、しょう
が、にんにく

しょうゆ、洋風だしの素、酢、
酒、食塩

牛乳 牛乳、ココアホッ
トケーキ(生ク
リーム添え)

ミートスパゲティー、きゅうりとささ
みのごまサラダ、チキンスープ
（じゃがいも）、キウイフルーツ

マカロニ・スパゲティ、○米、
じゃがいも、油、米粉、砂
糖、すりごま、○ごま油

牛乳 牛乳、おにぎり
（さけ）

マーボー豆腐丼、みそ汁（玉ね
ぎ・あげ）、バナナ

米、○小麦粉、片栗粉、○
砂糖、ごま油、砂糖

○牛乳、◎牛乳、木綿豆
腐、豚ひき肉、淡色みそ、○
卵、油揚げ、○無塩バ
ター、米みそ（淡色辛みそ）

バナナ、たまねぎ、ねぎ、
しょうが

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、酒、○食塩

牛乳

○牛乳、◎牛乳、○ウイン
ナーソーセージ、豚肉(肩)、
○卵、ベーコン

バナナ、たまねぎ、キャベ
ツ、ブロッコリー、にんじん、
パセリ

しょうゆ、中華だしの素、食
塩

牛乳

牛乳、スティック
パン

カレーライス、ブロッコリーとちく
わのサラダ、わかめスープ

米、○米、じゃがいも、油、
○ごま

○牛乳、牛乳、豚肉(もも)、
○さけ、ちくわ、◎牛乳

たまねぎ、にんじん、ブロッ
コリー、ねぎ、○焼きのり、
カットわかめ、レモン果汁

カレールウ、中華だしの素、
○食塩、食塩

牛乳、アメリカン
ドッグミニ

御飯、鮭のフライ、ひじきの煮物
（にんじん）、みそ汁（玉ねぎ・あ
げ）、オレンジ

○ゆでうどん、米、パン粉、
油、小麦粉、砂糖、○片栗
粉、ごま油、○砂糖、○油

○牛乳、さけ、○豚ひき肉、
米みそ（淡色辛みそ）、油揚
げ、卵、○米みそ（淡色辛
みそ）、◎牛乳

オレンジ、ブロッコリー、たま
ねぎ、○たまねぎ、にんじ
ん、○にんじん、○ピーマ
ン、さやえんどう、ひじき、○
干ししいたけ

かつお・昆布だし汁、ケ
チャップ、しょうゆ、○酒、食
塩、こしょう

牛乳 牛乳、補食・肉
みそうどん

ちゃんぽんラーメン、ジャーマン
ポテト、バナナ

生中華めん、じゃがいも、○
ホットケーキ粉、○油、油、
ごま油

牛乳、あげぱん
（グラニュー糖）

御飯、豚肉と新ごぼうのしぐれ
煮、じゃが芋炒め、みそ汁(だい
こん)、キウイフルーツ

米、じゃがいも、○コッペパ
ン、○グラニュー糖、○油、
油、砂糖

○牛乳、豚肉(もも)、淡色み
そ、◎牛乳

キウイフルーツ、ごぼう、だ
いこん、えのきたけ、ピーマ
ン、にんじん、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、酒、みりん、食塩

牛乳


