
2022年07月 献    　  立      　表 浦安わかばの森保育園

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

01 583.0(487.2) 小麦

金 21.6(18.7) 乳

18.3(16.7)

1.9(1.6)

02 522.0(436.0) 小麦

土 14.9(14.4) 乳

15.7(15.5) 卵

1.8(1.4)

04 588.1(472.7) 小麦

月 25.1(20.9) 乳

20.0(17.8) 卵

2.8(2.1)

05 560.0(476.6) 小麦

火 22.7(20.4) 乳

24.1(21.3) 卵

2.3(1.7)

06 588.1(474.5) 小麦

水 27.3(22.5) 乳

17.0(15.8) 卵

2.1(1.7)

07 547.2(472.6) 小麦

木 24.7(21.9) 乳

19.0(18.0) 卵

2.0(1.5)

08 551.6(454.1) 小麦

金 25.1(21.0) 乳

17.7(16.6) 卵

2.2(1.7)

09 502.8(425.7) 乳

土 22.6(20.1)

11.8(12.8)

1.8(1.4)

11 554.8(455.5) 乳

月 20.8(18.0)

16.4(15.7)

1.9(1.6)

12 542.3(447.7) 小麦

火 19.1(17.3) 乳

17.8(16.8) 卵

2.2(1.7)

13 560.2(455.9) 小麦

水 24.4(20.5) 乳

18.8(17.0) 卵

2.0(1.5)

14 571.7(462.8) 小麦

木 25.5(21.3) 乳

15.7(14.9) 卵

2.0(1.5)

15 583.0(487.2) 小麦

金 21.6(18.7) 乳

18.3(16.7)

1.9(1.6)

16 522.0(436.0) 小麦

土 14.9(14.4) 乳

15.7(15.5) 卵

1.8(1.4)

19 560.0(476.6) 小麦

火 22.7(20.4) 乳

24.1(21.3) 卵

2.3(1.7)

20 588.1(474.5) 小麦

水 27.3(22.5) 乳

17.0(15.8) 卵

2.1(1.7)

21 552.6(456.5) 乳

木 23.6(20.3) 卵

18.3(16.9)

1.9(1.6)

22 551.6(454.1) 小麦

金 25.1(21.0) 乳

17.7(16.6) 卵

2.2(1.7)

23 502.8(425.7) 乳

土 22.6(20.1)

11.8(12.8)

1.8(1.4)

25 554.8(455.5) 乳

月 20.8(18.0)

16.4(15.7)

1.9(1.6)

26 542.3(447.7) 小麦

火 19.1(17.3) 乳

17.8(16.8) 卵

2.2(1.7)

27 560.2(455.9) 小麦

水 24.4(20.5) 乳

18.8(17.0) 卵

2.0(1.5)

28 571.7(462.8) 小麦

木 25.5(21.3) 乳

15.7(14.9) 卵

2.0(1.5)

29 564.3(491.3) 小麦

金 26.2(23.4) 乳

18.9(17.9) 卵

1.8(1.4)

30 522.0(436.0) 小麦

土 14.9(14.4) 乳

15.7(15.5) 卵

1.8(1.4)

牛乳、スティック
パン

チャーハン（豚肉）、コーンスー
プ（ねぎ）、バナナ

米、○小麦粉、油、○砂糖 ○牛乳、◎牛乳、豚ひき肉、
○卵、○無塩バター

バナナ、クリームコーン缶、た
まねぎ、コーン缶、にんじん、
ねぎ、ピーマン、あおのり

酒、しょうゆ、食塩、洋風だし
の素、○食塩、こしょう

牛乳

牛乳、おやつ・
ビビンバ

【誕生会メニュー】ベーコ
ンピラフ、チキンカツ、コールス
ローサラダ、きのこのスープ、キ
ウイフルーツ

米、○ホットケーキ粉、油、パ
ン粉、小麦粉、マヨネーズ、○
砂糖、砂糖

○牛乳、鶏ささ身、○生クリー
ム、ベーコン、○卵、卵、◎牛
乳

キャベツ、キウイフルーツ、○
りんご、ブロッコリー、たまね
ぎ、にんじん、えのきたけ、し
めじ、さやえんどう、コーン缶

ケチャップ、食塩、洋風だしの
素、酢、酒、こしょう

牛乳 牛乳、りんご
ケーキ(生クリー
ム添え)

御飯、鮭のフライ、ひじきの煮物
（にんじん）、みそ汁（だいこん・
あげ）、グレープフルーツ

米、○米、パン粉、油、小麦
粉、砂糖、ごま油、○ごま油

○牛乳、さけ、○鶏ひき肉、
油揚げ、淡色みそ、卵、◎牛
乳

グレープフルーツ、だいこん、
ブロッコリー、にんじん、○こ
まつな、○にんじん、さやえん
どう、ひじき

かつおだし汁、ケチャップ、
しょうゆ、○しょうゆ、○酒、食
塩、こしょう

牛乳

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

10時おやつ

牛乳

3時おやつ アレルギー

野菜たっぷり夏マーボー丼、
じゃが芋きんぴら、コーンスープ
（わかめ）

米、○食パン、じゃがいも、
油、片栗粉、砂糖、ごま油、ご
ま

○牛乳、木綿豆腐、豚ひき
肉、淡色みそ、◎牛乳

トマト、たまねぎ、にんじん、な
す、ごぼう、コーン缶、ピーマ
ン、○いちごジャム、カットわ
かめ、にんにく、しょうが

しょうゆ、酒、洋風だしの素、
食塩

牛乳 牛乳、いちご
ジャムサンド

牛乳、補食・
ちゃんぽんラー
メン

チャーハン（豚肉）、コーンスー
プ（ねぎ）、バナナ

米、○小麦粉、油、○砂糖 ○牛乳、◎牛乳、豚ひき肉、
○卵、○無塩バター

バナナ、クリームコーン缶、た
まねぎ、コーン缶、にんじん、
ねぎ、ピーマン、あおのり

酒、しょうゆ、食塩、洋風だし
の素、○食塩、こしょう

牛乳

○牛乳、豚ひき肉、○ウイン
ナーソーセージ、鶏もも肉、
○卵、◎牛乳

たまねぎ、キャベツ、にんじん ケチャップ、ウスターソース、
食塩、しょうゆ、洋風だしの
素、酢

牛乳

牛乳、スティック
パン

豚丼、キャベツとちくわの和え
物、みそ汁（なす・玉ねぎ）

米、○生中華めん、ごま、油、
砂糖、○ごま油

○牛乳、豚肉(ロース)、ちく
わ、○豚肉(肩ロース)、淡色
みそ、◎牛乳

たまねぎ、キャベツ、なす、○
キャベツ、ねぎ、にんじん、○
たまねぎ、○にんじん、にん
にく、しょうが

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、○しょうゆ、酢、みりん、○
中華だしの素、○食塩

牛乳、アメリカン
ドッグミニ

御飯、かじきの・チーズフライ、
大根と鶏肉の煮物、豆腐みそ汁
（わかめ）、グレープフルーツ

米、○米、油、小麦粉、パン
粉、砂糖、○ごま

○牛乳、かじき、木綿豆腐、
鶏もも肉、卵、米みそ（淡色辛
みそ）、粉チーズ、◎牛乳

グレープフルーツ、だいこん、
キャベツ、にんじん、ねぎ、さ
やえんどう、干ししいたけ、
カットわかめ

かつお・昆布だし汁、かつお
だし汁、ケチャップ、しょうゆ、
酒、食塩、パセリ粉、こしょう

牛乳 牛乳、おにぎり
(わかめ)

ミートスパゲティー、コールスロー
サラダ、チキンスープ（じゃがい
も）

マカロニ・スパゲティ、じゃが
いも、○ホットケーキ粉、○
油、マヨネーズ、砂糖、米粉、
油

牛乳 牛乳、揚げパン

七夕・焼きもろこし飯、七夕・七
夕バーグ、コールスローサラダ、
そうめん汁

米、干しそうめん、○砂糖、マ
ヨネーズ、砂糖、油、パン粉

○牛乳、豚ひき肉、鶏ささ身、
スライスチーズ、卵、牛乳、○
ゼラチン、◎牛乳

キャベツ、○みかん缶、ブロッ
コリー、○バナナ、たまねぎ、
コーン缶、○もも缶（白桃）、
○パイン缶、にんじん、しいた
け、ねぎ

かつおだし汁、ケチャップ、
しょうゆ、食塩、酢

牛乳

○牛乳、◎牛乳、○ヨーグル
ト(加糖)、木綿豆腐、豚肉(も
も)、米みそ（淡色辛みそ）

バナナ、にんじん、ピーマン、
たけのこ（ゆで）、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、酒、中
華だしの素

牛乳

牛乳、せんべ
い、フルーツの
ゼリーがけ

御飯、鮭のムニエル、肉じゃが・
カレー味、みそ汁（玉ねぎ・わか
め）、キウイフルーツ

米、○ロールパン、じゃがい
も、○油、油、小麦粉、○砂
糖、砂糖

○牛乳、さけ、豚肉(肩ロー
ス)、淡色みそ、◎牛乳

キウイフルーツ、たまねぎ、ト
マト、にんじん、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、みりん、食塩、カレー粉

牛乳、カップ
ヨーグルト、せん
べい

カレーライス、ブロッコリーと人参
のおかか和え、わかめスープ
（キャベツ）

米、○七分つき米、じゃがい
も、油、ごま

○牛乳、牛乳、豚肉(もも)、○
鶏ひき肉、かつお節、◎牛乳

たまねぎ、にんじん、キャベ
ツ、ブロッコリー、カットわか
め、○あおのり

カレールウ、○酒、○しょう
ゆ、しょうゆ、中華だしの素、
食塩

牛乳 牛乳、おにぎり
（とりそぼろ）

チンジャオロース丼、豆腐みそ
汁（わかめ）、バナナ

米、油、砂糖

牛乳 牛乳、フレンチ
トースト(食パン）

ジャージャーうどん、ジャーマン
ポテト（ベーコン）、わかめスープ
（コーン）、バナナ

ゆでうどん、じゃがいも、○
米、油、片栗粉、○油、砂糖

○牛乳、豚ひき肉、○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、にんじん、
○たまねぎ、コーン缶、ねぎ、
ピーマン、○にんじん、○
ピーマン、カットわかめ、○あ
おのり

しょうゆ、○酒、○しょうゆ、
酒、中華だしの素、食塩、○
食塩、パセリ粉、こしょう

牛乳

○牛乳、さけ、○鶏ひき肉、
油揚げ、淡色みそ、卵、◎牛
乳

グレープフルーツ、だいこん、
ブロッコリー、にんじん、○こ
まつな、○にんじん、さやえん
どう、ひじき

かつおだし汁、ケチャップ、
しょうゆ、○しょうゆ、○酒、食
塩、こしょう

牛乳

牛乳、チャーハ
ン（豚肉）

御飯、鶏肉の照り焼き、きんぴら
ごぼう、みそ汁（じゃが芋・たまね
ぎ）、オレンジ

米、○食パン、じゃがいも、○
砂糖、片栗粉、砂糖、油、ご
ま、ごま油

○牛乳、鶏もも肉（皮付き）、
○卵、淡色みそ、◎牛乳

オレンジ、ブロッコリー、にん
じん、ごぼう、たまねぎ、しょう
が

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、みりん

牛乳、おやつ・
ビビンバ

野菜たっぷり夏マーボー丼、
じゃが芋きんぴら、コーンスープ
（わかめ）

米、○食パン、じゃがいも、
油、片栗粉、砂糖、ごま油、ご
ま

○牛乳、木綿豆腐、豚ひき
肉、淡色みそ、◎牛乳

トマト、たまねぎ、にんじん、な
す、ごぼう、コーン缶、ピーマ
ン、○いちごジャム、カットわ
かめ、にんにく、しょうが

しょうゆ、酒、洋風だしの素、
食塩

牛乳 牛乳、いちご
ジャムサンド

御飯、鮭のフライ、ひじきの煮物
（にんじん）、みそ汁（だいこん・
あげ）、グレープフルーツ

米、○米、パン粉、油、小麦
粉、砂糖、ごま油、○ごま油

牛乳 牛乳、アメリカン
ドッグミニ

チャーハン（豚肉）、コーンスー
プ（ねぎ）、バナナ

米、○小麦粉、油、○砂糖 ○牛乳、◎牛乳、豚ひき肉、
○卵、○無塩バター

バナナ、クリームコーン缶、た
まねぎ、コーン缶、にんじん、
ねぎ、ピーマン、あおのり

酒、しょうゆ、食塩、洋風だし
の素、○食塩、こしょう

牛乳

○牛乳、かじき、木綿豆腐、
鶏もも肉、卵、米みそ（淡色辛
みそ）、粉チーズ、◎牛乳

グレープフルーツ、だいこん、
キャベツ、にんじん、ねぎ、さ
やえんどう、干ししいたけ、
カットわかめ

かつお・昆布だし汁、かつお
だし汁、ケチャップ、しょうゆ、
酒、食塩、パセリ粉、こしょう

牛乳

牛乳、スティック
パン

ミートスパゲティー、コールスロー
サラダ、チキンスープ（じゃがい
も）

マカロニ・スパゲティ、じゃが
いも、○ホットケーキ粉、○
油、マヨネーズ、砂糖、米粉、
油

○牛乳、豚ひき肉、○ウイン
ナーソーセージ、鶏もも肉、
○卵、◎牛乳

たまねぎ、キャベツ、にんじん ケチャップ、ウスターソース、
食塩、しょうゆ、洋風だしの
素、酢

牛乳、おにぎり
(わかめ)

御飯、【沖縄県郷土料理 】
豆腐チャンプルー、じゃが芋の
千切り炒め、みそ汁、グレープフ
ルーツ

米、じゃがいも、油、ごま油 ○牛乳、木綿豆腐、卵、豚肉
(肩ロース)、淡色みそ、ちく
わ、かつお節、◎牛乳

○とうもろこし、グレープフ
ルーツ、たまねぎ、にんじん、
もやし、ほうれんそう、ピーマ
ン、カットわかめ

かつおだし汁、酒、しょうゆ、
食塩

牛乳 牛乳、ゆでとうも
ろこし、せんべ
い

御飯、かじきの・チーズフライ、
大根と鶏肉の煮物、豆腐みそ汁
（わかめ）、グレープフルーツ

米、○米、油、小麦粉、パン
粉、砂糖、○ごま

牛乳 牛乳、カップ
ヨーグルト、せん
べい

御飯、鮭のムニエル、肉じゃが・
カレー味、みそ汁（玉ねぎ・わか
め）、キウイフルーツ

米、○ロールパン、じゃがい
も、○油、油、小麦粉、○砂
糖、砂糖

○牛乳、さけ、豚肉(肩ロー
ス)、淡色みそ、◎牛乳

キウイフルーツ、たまねぎ、ト
マト、にんじん、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、みりん、食塩、カレー粉

牛乳

○牛乳、牛乳、豚肉(もも)、○
鶏ひき肉、かつお節、◎牛乳

たまねぎ、にんじん、キャベ
ツ、ブロッコリー、カットわか
め、○あおのり

カレールウ、○酒、○しょう
ゆ、しょうゆ、中華だしの素、
食塩

牛乳

牛乳、揚げパン

チンジャオロース丼、豆腐みそ
汁（わかめ）、バナナ

米、油、砂糖 ○牛乳、◎牛乳、○ヨーグル
ト(加糖)、木綿豆腐、豚肉(も
も)、米みそ（淡色辛みそ）

バナナ、にんじん、ピーマン、
たけのこ（ゆで）、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、酒、中
華だしの素

牛乳、おにぎり
（とりそぼろ）

ジャージャーうどん、ジャーマン
ポテト（ベーコン）、わかめスープ
（コーン）、バナナ

ゆでうどん、じゃがいも、○
米、油、片栗粉、○油、砂糖

○牛乳、豚ひき肉、○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、にんじん、
○たまねぎ、コーン缶、ねぎ、
ピーマン、○にんじん、○
ピーマン、カットわかめ、○あ
おのり

しょうゆ、○酒、○しょうゆ、
酒、中華だしの素、食塩、○
食塩、パセリ粉、こしょう

牛乳 牛乳、チャーハ
ン（豚肉）

カレーライス、ブロッコリーと人参
のおかか和え、わかめスープ
（キャベツ）

米、○七分つき米、じゃがい
も、油、ごま

牛乳、フレンチ
トースト(食パン）

御飯、鶏肉の照り焼き、きんぴら
ごぼう、みそ汁（じゃが芋・たまね
ぎ）、オレンジ

米、○食パン、じゃがいも、○
砂糖、片栗粉、砂糖、油、ご
ま、ごま油

○牛乳、鶏もも肉（皮付き）、
○卵、淡色みそ、◎牛乳

オレンジ、ブロッコリー、にん
じん、ごぼう、たまねぎ、しょう
が

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、みりん

牛乳


