
2022年08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

01 585.7(499.5) 小麦

月 24.6(21.7) 乳

23.0(20.9)

2.3(1.8)

02 576.5(473.1) 小麦

火 22.1(19.0) 乳

21.4(19.2) 卵

2.1(1.7)

03 595.0(477.5) 小麦

水 26.0(21.5) 乳

19.4(17.4) 卵

2.3(1.7)

04 566.6(459.3) 小麦

木 22.4(19.0) 乳

20.7(18.3) 卵

2.2(1.6)

05 530.6(433.2) 小麦

金 24.7(21.3) 乳

17.4(15.9)

2.6(1.9)

06 482.1(408.6) 小麦

土 19.4(17.2) 乳

15.0(14.7) 卵

2.8(2.0)

08 579.3(464.1) 小麦

月 21.4(18.1) 乳

16.3(15.1) 卵

2.2(1.6)

09 575.5(471.9) 乳

火 20.9(18.5)

17.8(16.9)

1.9(1.5)

10 561.3(471.3) 小麦

水 21.5(18.7) 乳

17.3(15.9)

2.1(1.6)

12 557.3(461.8) 乳

金 22.1(19.5)

15.6(15.3)

2.3(1.8)

13 480.3(404.4) 乳

土 19.9(17.9)

10.0(11.2)

1.4(1.1)

15 585.7(499.5) 小麦

月 24.6(21.7) 乳

23.0(20.9)

2.3(1.8)

16 576.5(473.1) 小麦

火 22.1(19.0) 乳

21.4(19.2) 卵

2.1(1.7)

17 595.0(477.5) 小麦

水 26.0(21.5) 乳

19.4(17.4) 卵

2.3(1.7)

18 566.6(459.3) 小麦

木 22.4(19.0) 乳

20.7(18.3) 卵

2.2(1.6)

19 582.3(479.1) 乳

金 19.3(17.3) 卵

18.2(17.0)

1.5(1.2)

20 482.1(408.6) 小麦

土 19.4(17.2) 乳

15.0(14.7) 卵

2.8(2.0)

22 579.3(464.1) 小麦

月 21.4(18.1) 乳

16.3(15.1) 卵

2.2(1.6)

23 575.5(471.9) 乳

火 20.9(18.5)

17.8(16.9)

1.9(1.5)

24 579.2(483.8) 小麦

水 21.8(18.9) 乳

17.3(16.0)

2.1(1.6)

25 563.1(468.2) 小麦

木 26.8(22.7) 乳

16.1(15.1) 卵

3.1(2.5)

26 553.9(470.1) 小麦

金 25.4(22.5) 乳

21.8(20.6) 卵

2.4(1.8)

27 480.3(404.4) 乳

土 19.9(17.9)

10.0(11.2)

1.4(1.1)

29 585.7(499.5) 小麦

月 24.6(21.7) 乳

23.0(20.9)

2.3(1.8)

30 576.5(473.1) 小麦

火 22.1(19.0) 乳

21.4(19.2) 卵

2.1(1.7)

31 595.0(477.5) 小麦

水 26.0(21.5) 乳

19.4(17.4) 卵

2.3(1.7)

牛乳、あげぱん
（きな粉）

御飯、カレイ五目あんかけ、れん
こんのきんぴら・豚肉、そうめん
汁、キウイフルーツ

米、○ロールパン、干しそうめん、
油、片栗粉、砂糖、○油、ごま油

○牛乳、かれい、豚肉(肩ロース)、
鶏ささ身、○ウインナーソーセー
ジ、◎牛乳

キウイフルーツ、れんこん、にんじ
ん、たまねぎ、○キャベツ、ピーマ
ン、たけのこ（ゆで）、しいたけ、え
のきたけ、ねぎ、さやえんどう、しょ
うが

かつおだし汁、かつおだし汁、しょ
うゆ、○ケチャップ、みりん、酒、食
塩、○食塩

牛乳 牛乳、おやつ・
ホットドッグ

夏野菜カレー、きゅうりとささみの
ごまサラダ、きのこのスープ

米、○ロールパン、油、○油、○グ
ラニュー糖、○砂糖、すりごま、砂
糖

○牛乳、◎牛乳、牛乳、鶏もも肉、
鶏ささ身、○きな粉

たまねぎ、きゅうり、かぼちゃ、えの
きたけ、なす、コーン缶、ピーマ
ン、にんじん、しめじ、さやえんどう

カレールウ、洋風だしの素、しょう
ゆ、酢、酒、食塩

牛乳

牛乳、カップ
ヨーグルト、せん
べい

ミートスパゲティー、ブロッコリー
のチキンサラダ、コーンスープ
（ねぎ）、キウイフルーツ

マカロニ・スパゲティ、油、○油、
米粉、砂糖

○牛乳、豚ひき肉、鶏ささ身、、◎
牛乳,〇さけ

クリームコーン缶、キウイフルー
ツ、たまねぎ、ブロッコリー、にんじ
ん、コーン缶、ねぎ

ケチャップ、ウスターソース、食
塩、酢、しょうゆ、洋風だしの素

牛乳 牛乳、おにぎり
（さけ）

チンジャオロース丼、わかめスー
プ（コーン）、バナナ

米、油、砂糖 ○牛乳、○ヨーグルト(加糖)、豚肉
(もも)、みそ、◎牛乳

バナナ、にんじん、コーン缶、ピー
マン、ねぎ、たけのこ（ゆで）、カッ
トわかめ

中華だしの素、酒、食塩 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 3時おやつ アレルギー

ミートスパゲティー、ブロッコリー
のチキンサラダ、コーンスープ
（ねぎ）、キウイフルーツ

マカロニ・スパゲティ、○ホットケー
キ粉、油、○油、米粉、砂糖

○牛乳、豚ひき肉、鶏ささ身、、◎
牛乳,〇さけ

クリームコーン缶、キウイフルー
ツ、たまねぎ、ブロッコリー、にんじ
ん、コーン缶、ねぎ

ケチャップ、ウスターソース、食
塩、酢、しょうゆ、洋風だしの素

牛乳 牛乳、おにぎり
（さけ）

牛乳 牛乳、おやつ・
ホットドッグ

夏野菜カレー、きゅうりとささみの
ごまサラダ、きのこのスープ

米、○ロールパン、油、○油、○グ
ラニュー糖、○砂糖、すりごま、砂
糖

○牛乳、◎牛乳、牛乳、鶏もも肉、
鶏ささ身、○きな粉

たまねぎ、きゅうり、かぼちゃ、えの
きたけ、なす、コーン缶、ピーマ
ン、にんじん、しめじ、さやえんどう

カレールウ、洋風だしの素、しょう
ゆ、酢、酒、食塩

牛乳

○牛乳、豚肉(ロース)、○卵、み
そ、◎牛乳

グレープフルーツ、たまねぎ、だ
いこん、にんじん、ごぼう、ねぎ、
カットわかめ、にんにく、しょうが

かつおだし汁、しょうゆ、みりん、
食塩

牛乳

牛乳、あげぱん
（きな粉）

御飯、カレイ五目あんかけ、れん
こんのきんぴら・豚肉、そうめん
汁、キウイフルーツ

米、○ロールパン、干しそうめん、
油、片栗粉、砂糖、○油、ごま油

○牛乳、かれい、豚肉(肩ロース)、
鶏ささ身、○ウインナーソーセー
ジ、◎牛乳

キウイフルーツ、れんこん、にんじ
ん、たまねぎ、○キャベツ、ピーマ
ン、たけのこ（ゆで）、しいたけ、え
のきたけ、ねぎ、さやえんどう、しょ
うが

かつおだし汁、かつお・昆布だし
汁、しょうゆ、○ケチャップ、みり
ん、酒、食塩、○食塩

牛乳、フレンチ
トースト(食パン）

【夏祭りメニュー】焼きそ
ば、鶏の唐揚げ、ブロッコリーの
三色サラダ、アンパンマンポテ
ト、わかめスープ（コーン）

焼きそばめん、じゃがいも、油、片
栗粉

○牛乳、◎牛乳、鶏もも肉、豚肉
(肩ロース)

キャベツ、にんじん、ブロッコリー、
○バナナ、たまねぎ、○もも缶（白
桃）、○みかん缶、○パイン缶、
コーン缶、○キウイフルーツ、ね
ぎ、カットわかめ、にんにく、しょう

中濃ソース、しょうゆ、食塩、中華
だしの素、酢

牛乳 牛乳、せんべ
い、フルーツポ
ンチ

わかめ御飯、豚肉と野菜のごま
炒め、じゃが芋きんぴら、みそ汁
(だいこん）、グレープフルーツ

米、○食パン、じゃがいも、油、ご
ま、○グラニュー糖、砂糖

牛乳 牛乳、補食・
ちゃんぽんラー
メン

ラーメン（豚肉・キャベツ）、ブロッ
コリーの三色サラダ、バナナ

生中華めん、○ホットケーキ粉、
○砂糖、ごま油、油

○牛乳、◎牛乳、豚肉(肩ロー
ス)、○チーズ、○卵、○無塩バ
ター

バナナ、キャベツ、ブロッコリー、
にんじん、たまねぎ、○ほうれんそ
う、コーン缶

しょうゆ、中華だしの素、食塩、酢 牛乳

○牛乳、豚ひき肉、○豚ひき肉、
みそ、◎牛乳

オレンジ、ブロッコリー、ほうれんそ
う、にんじん、だいこん、○たまね
ぎ、ねぎ、○にんじん、コーン缶、
○ピーマン、しょうが、にんにく、○
あおのり

かつおだし汁、しょうゆ、酢、○
酒、○しょうゆ、酒、食塩、○食塩

牛乳

牛乳、カップ
ケーキ

みそ炒め丼、ほうれん草のおか
か和え（コーン）、わかめスープ
（たまねぎ）、バナナ

米、○生中華めん、油、片栗粉、
砂糖、○ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚肉(肩ロー
ス)、○豚肉(肩ロース)、みそ、か
つお節

バナナ、キャベツ、ほうれんそう、
たまねぎ、○キャベツ、にんじん、
○たまねぎ、ピーマン、ねぎ、○に
んじん、コーン缶、赤ピーマン、
カットわかめ、にんにく、しょうが

○しょうゆ、しょうゆ、酒、○中華だ
しの素、中華だしの素、食塩、○
食塩

牛乳、おやつ・
チャーハン（豚
肉）

マーボー豆腐丼、キャベツとトマ
トの中華あえ、コーンスープ（わ
かめ）

米、○食パン、片栗粉、砂糖、ご
ま油

○牛乳、木綿豆腐、豚ひき肉、み
そ、◎牛乳

コーン缶、キャベツ、トマト、たまね
ぎ、ねぎ、○いちごジャム、にんじ
ん、カットわかめ、しょうが

しょうゆ、酒、酢、洋風だしの素、
食塩、

牛乳 牛乳、いちご
ジャムサンド

ビビンバ丼、ブロッコリーの三色
サラダ、みそ汁（だいこん）、オレ
ンジ

米、○米、油、砂糖、すりごま、○
油

牛乳 牛乳、カップ
ヨーグルト、せん
べい

ハヤシライス、白菜とツナのごま
和え、コーンスープ（わかめ）

米、○米、すりごま、○ごま ○牛乳、豚肉(もも)、○さけ、ツナ
油漬缶、◎牛乳

たまねぎ、ホールトマト缶詰、はく
さい、にんじん、コーン缶、○焼き
のり、カットわかめ

ハヤシルウ、しょうゆ、洋風だしの
素、食塩、○食塩

牛乳

○牛乳、豚ひき肉、鶏ささ身、、◎
牛乳,〇さけ

クリームコーン缶、キウイフルー
ツ、たまねぎ、ブロッコリー、にんじ
ん、コーン缶、ねぎ

ケチャップ、ウスターソース、食
塩、酢、しょうゆ、洋風だしの素

牛乳

牛乳、おにぎり
（とりそぼろ）

チンジャオロース丼、わかめスー
プ（コーン）、バナナ

米、油、砂糖 ○牛乳、○ヨーグルト(加糖)、豚肉
(もも)、みそ、◎牛乳

バナナ、にんじん、コーン缶、ピー
マン、ねぎ、たけのこ（ゆで）、カッ
トわかめ

中華だしの素、酒、食塩

牛乳、おにぎり
（さけ）

夏野菜カレー、きゅうりとささみの
ごまサラダ、きのこのスープ

米、○ロールパン、油、○油、○グ
ラニュー糖、○砂糖、すりごま、砂
糖

○牛乳、◎牛乳、牛乳、鶏もも肉、
鶏ささ身、○きな粉

たまねぎ、きゅうり、かぼちゃ、えの
きたけ、なす、コーン缶、ピーマ
ン、にんじん、しめじ、さやえんどう

カレールウ、洋風だしの素、しょう
ゆ、酢、酒、食塩

牛乳 牛乳、あげぱん
（きな粉）

ミートスパゲティー、ブロッコリー
のチキンサラダ、コーンスープ
（ねぎ）、

マカロニ・スパゲティ、○ホットケー
キ粉、油、○油、米粉、砂糖

牛乳 牛乳、フレンチ
トースト(食パン）

御飯、カレイ五目あんかけ、れん
こんのきんぴら・豚肉、そうめん
汁、キウイフルーツ

米、○ロールパン、干しそうめん、
油、片栗粉、砂糖、○油、ごま油

○牛乳、かれい、豚肉(肩ロース)、
鶏ささ身、○ウインナーソーセー
ジ、◎牛乳

キウイフルーツ、れんこん、にんじ
ん、たまねぎ、○キャベツ、ピーマ
ン、たけのこ（ゆで）、しいたけ、え
のきたけ、ねぎ、さやえんどう、しょ
うが

かつおだし汁、かつおだし汁、しょ
うゆ、○ケチャップ、みりん、酒、食
塩、○食塩

牛乳

○牛乳、豚ひき肉、○鶏ひき肉、
ベーコン、◎牛乳

トマトピューレ、たまねぎ、コーン
缶、レタス、トマト、にんじん、ピー
マン、カットわかめ、にんにく、しょ
うが、○あおのり

ケチャップ、ウスターソース、○
酒、○しょうゆ、食塩、洋風だしの
素、カレー粉、

牛乳

牛乳、おやつ・
ホットドッグ

わかめ御飯、豚肉と野菜のごま
炒め、じゃが芋きんぴら、みそ汁
(だいこん）、

米、○食パン、じゃがいも、油、ご
ま、○グラニュー糖、砂糖

○牛乳、豚肉(ロース)、○卵、み
そ、◎牛乳

たまねぎ、だいこん、にんじん、ご
ぼう、ねぎ、カットわかめ、にんに
く、しょうが

かつおだし汁、しょうゆ、みりん、
食塩

牛乳、おにぎり
（とりそぼろ）

ラーメン（豚肉・キャベツ）、ブロッ
コリーの三色サラダ、バナナ

生中華めん、○ホットケーキ粉、
○砂糖、ごま油、油

○牛乳、◎牛乳、豚肉(肩ロー
ス)、○チーズ、○卵、○無塩バ
ター

バナナ、キャベツ、ブロッコリー、
にんじん、たまねぎ、○ほうれんそ
う、コーン缶

しょうゆ、中華だしの素、食塩、酢 牛乳 牛乳、カップ
ケーキ

【沖縄県郷土料理】タコライス、
じゃが芋炒め、コーンスープ（わ
かめ）、

米、じゃがいも、○米、油、砂糖

牛乳 牛乳、おやつ・
チャーハン（豚
肉）

みそ炒め丼、ほうれん草のおか
か和え（コーン）、わかめスープ
（たまねぎ）、バナナ

米、○生中華めん、油、片栗粉、
砂糖、○ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚肉(肩ロー
ス)、○豚肉(肩ロース)、みそ、か
つお節

バナナ、キャベツ、ほうれんそう、
たまねぎ、○キャベツ、にんじん、
○たまねぎ、ピーマン、ねぎ、○に
んじん、コーン缶、赤ピーマン、
カットわかめ、にんにく、しょうが

○しょうゆ、しょうゆ、酒、○中華だ
しの素、中華だしの素、食塩、○
食塩

牛乳

○牛乳、木綿豆腐、豚ひき肉、淡
色みそ、◎牛乳

キウイフルーツ、コーン缶、キャベ
ツ、トマト、たまねぎ、ねぎ、○いち
ごジャム、にんじん、カットわかめ、
しょうが

しょうゆ、酒、酢、洋風だしの素、
食塩

牛乳

牛乳、補食・
ちゃんぽんラー
メン

ビビンバ丼、ブロッコリーの三色
サラダ、みそ汁（だいこん）、オレ
ンジ

米、○米、油、砂糖、すりごま、○
油

○牛乳、豚ひき肉、○豚ひき肉、
みそ、◎牛乳

オレンジ、ブロッコリー、ほうれんそ
う、にんじん、だいこん、○たまね
ぎ、ねぎ、○にんじん、コーン缶、
○ピーマン、しょうが、にんにく、○
あおのり

かつおだし汁、しょうゆ、酢、○
酒、○しょうゆ、酒、食塩、○食塩

牛乳、いちご
ジャムサンド

御飯、かじきのフライ、ひじきの
煮物、豆腐みそ汁（わかめ）、オ
レンジ

米、○干しそうめん、油、パン粉、
小麦粉、ごま油、砂糖、片栗粉

○牛乳、かじき、木綿豆腐、淡色
みそ、○鶏ささ身、油揚げ、卵、◎
牛乳

オレンジ、ブロッコリー、にんじん、
○にんじん、○しいたけ、さやえん
どう、ひじき、○ねぎ、カットわかめ

かつおだし汁、○かつおだし汁、
ケチャップ、しょうゆ、○しょうゆ、ウ
スターソース、みりん、○食塩、食
塩

牛乳 牛乳、そうめん

マーボー豆腐丼、キャベツとトマ
トの中華あえ、コーンスープ（わ
かめ）、キウイフルーツ

米、○食パン、片栗粉、砂糖、ご
ま油

牛乳、チーズ
ケーキ

【誕生会メニュー】ピラフ
（豚・カレー）、ハンバーグ、コー
ルスローサラダ、きのこのスープ

米、○ホットケーキ粉、パン粉、マ
ヨネーズ、砂糖

○牛乳、豚ひき肉、○卵、○ヨー
グルト(無糖)、○チーズ、牛乳、◎
牛乳

たまねぎ、キャベツ、ブロッコリー、
にんじん、えのきたけ、ピーマン、
しめじ、さやえんどう、○レモン果
汁

ケチャップ、中濃ソース、洋風だし
の素、食塩、酢、カレー粉、

牛乳


