
2022年09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

01 536.2(437.5) 小麦

木 21.5(18.5) 乳

18.0(16.4) 卵

2.1(1.7)

02 528.0(436.6) 乳

金 23.9(20.3) 卵

13.0(13.2)

2.1(1.6)

03 530.5(440.5) 小麦

土 19.8(17.7) 乳

16.1(15.6) 卵

1.7(1.3)

05 586.2(491.4) 小麦

月 20.6(18.0) 乳

18.8(17.3) 卵

2.1(1.6)

06 567.8(465.2) 乳

火 21.5(18.5)

16.8(16.0)

2.1(1.7)

07 529.6(436.2) 小麦

水 24.4(20.6) 乳

14.9(14.3) 卵

2.3(1.7)

08 564.9(456.7) 小麦

木 21.3(18.1) 乳

20.7(18.4) 卵

2.7(2.0)

09 548.0(511.0) 乳

金 25.5(24.9)

13.4(17.4)

1.6(1.3)

10 475.4(406.4) 小麦

土 17.0(16.1) 乳

12.2(13.1) 卵

1.3(1.1)

12 564.9(456.4) 小麦

月 24.9(20.7) 乳

17.9(16.3) 卵

2.1(1.6)

13 528.4(437.1) 小麦

火 21.4(18.8) 乳

20.7(18.8)

2.1(1.6)

14 555.0(459.3) 小麦

水 23.4(20.1) 乳

13.4(13.4) 卵

2.0(1.5)

15 536.2(437.5) 小麦

木 21.5(18.5) 乳

18.0(16.4) 卵

2.1(1.7)

16 575.8(472.9) 乳

金 24.6(21.0)

16.8(16.0)

1.9(1.5)

17 530.5(440.5) 小麦

土 19.8(17.7) 乳

16.1(15.6) 卵

1.7(1.3)

20 567.8(465.2) 乳

火 21.5(18.5)

16.8(16.0)

2.1(1.7)

21 529.6(436.2) 小麦

水 24.4(20.6) 乳

14.9(14.3) 卵

2.3(1.7)

22 564.9(456.7) 小麦

木 21.3(18.1) 乳

20.7(18.4) 卵

2.7(2.0)

24 475.4(406.4) 小麦

土 17.0(16.1) 乳

12.2(13.1) 卵

1.3(1.1)

26 564.9(456.4) 小麦

月 24.9(20.7) 乳

17.9(16.3) 卵

2.1(1.6)

27 528.4(437.1) 乳

火 21.4(18.8)

20.7(18.8)

2.1(1.6)

28 555.0(459.3) 小麦

水 23.4(20.1) 乳

13.4(13.4) 卵

2.0(1.5)

29 528.0(436.6) 乳

木 23.9(20.3) 卵

13.0(13.2)

2.1(1.6)

30 570.2(479.5) 小麦

金 23.5(20.3) 乳

17.5(16.9) 卵

1.7(1.3)

牛乳、りんご
ケーキ

御飯、白身魚のコーンフライ、き
んぴらごぼう、豆腐みそ汁（わか
め）、オレンジ

米、○ホットケーキ粉、コー
ンフレーク、米粉、油、○砂
糖、砂糖、ごま、ごま油

○牛乳、たら、絹ごし豆腐、
豆乳、○卵、米みそ（淡色
辛みそ）、◎牛乳

オレンジ、○りんご、ブロッコ
リー、にんじん、ごぼう、カッ
トわかめ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、食塩

牛乳

牛乳、フレンチ
トースト(食パン）

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、○フラ
イドポテト、油、米粉、砂糖

○牛乳、豚ひき肉、鶏ささ
身、◎牛乳

クリームコーン缶、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、しょうゆ、酢、洋風だ
しの素、○食塩、こしょう

牛乳 牛乳、フライドポ
テト

鶏肉の照り焼き丼、ほうれん草
のナムル、豆腐みそ汁（わか
め）、バナナ

米、○食パン、ごま、片栗
粉、○グラニュー糖、ごま油

○牛乳、鶏もも肉（皮付き）、
木綿豆腐、○卵、米みそ
（淡色辛みそ）、◎牛乳

バナナ、ほうれんそう、にん
じん、コーン缶、さやえんど
う、カットわかめ、焼きのり、
しょうが

かつお・昆布だし汁、みり
ん、しょうゆ、酒、食塩

牛乳

牛乳、きなこ揚
げパン

チンジャオロース丼、わかめスー
プ（コーン）、バナナ

米、○小麦粉、○砂糖、油、
砂糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉(も
も)、○卵、○無塩バター、
米みそ（淡色辛みそ）

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、○
食塩

牛乳 牛乳、スティック
パン

わかめ御飯、豚肉と野菜のカ
レー炒め、ひじきとさつま芋の炒
り煮、みそ汁(だいこん）

米、○食パン、さつまいも、
○砂糖、○油、油、片栗粉、
砂糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉(肩
ロース)、淡色みそ、油揚
げ、○きな粉

たまねぎ、だいこん、にんじ
ん、ピーマン、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、食塩、カレー
粉、○食塩

牛乳

牛乳、おにぎり
（さけ）

御飯、かじきの変わり揚げ、大根
と鶏肉の煮物、みそ汁、グレー
プフルーツ

米、○ホットケーキ粉、油、
片栗粉、○メープルシロッ
プ、砂糖

○牛乳、かじき、鶏もも肉、
米みそ（淡色辛みそ）、○
卵、卵、◎牛乳

だいこん、グレープフルー
ツ、ブロッコリー、にんじん、
たまねぎ、さやえんどう、干
ししいたけ、カットわかめ、に
んにく

かつお・昆布だし汁、かつ
おだし汁、しょうゆ、酒、カ
レー粉

牛乳 牛乳、ホットケー
キ・ココア

チキンカレー、ブロッコリーの三
色サラダ、きのこのスープ

米、○七分つき米、じゃがい
も、油、○ごま

○牛乳、牛乳、鶏もも肉、○
さけ、◎牛乳

たまねぎ、にんじん、ブロッ
コリー、えのきたけ、しめじ、
コーン缶、さやえんどう、○
焼きのり

カレールウ、洋風だしの素、
酢、○食塩、食塩

牛乳

牛乳、わかめお
にぎり

三色丼、豆腐みそ汁（わかめ）、
バナナ

米、○ホットケーキ粉、○砂
糖、油、砂糖

○牛乳、木綿豆腐、豚ひき
肉、米みそ（淡色辛みそ）、
○卵、○無塩バター、◎牛
乳

バナナ、ほうれんそう、コー
ン缶、○バナナ、カットわか
め、焼きのり、しょうが

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、みりん

牛乳 牛乳、カップ
ケーキ

【郷土料理：北海道】
御飯、どさんこ汁(北海道)、鮭の
ムニエル、ひじきの煮物（にんじ
ん）、キウイフルーツ

米、○米、じゃがいも、油、
小麦粉、砂糖、ごま油、○ご
ま

○牛乳、さけ、豚肉(ばら)、
淡色みそ、油揚げ、バター、
◎牛乳

キウイフルーツ、ブロッコ
リー、たまねぎ、にんじん、
コーン缶、さやえんどう、ひ
じき、にんにく、しょうが

かつおだし汁、しょうゆ、食
塩、こしょう

牛乳

牛乳、りんご
ケーキ

御飯、豚肉のすき焼き風煮物
（豆腐）、ほうれん草のおかか和
え、みそ汁、オレンジ

米、○ロールパン、じゃがい
も、しらたき、砂糖、○油

○牛乳、豚肉(肩ロース)、焼
き豆腐、○ウインナーソー
セージ、米みそ（淡色辛み
そ）、かつお節、◎牛乳

オレンジ、ほうれんそう、はく
さい、たまねぎ、○キャベ
ツ、ねぎ、にんじん、えのき
たけ、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、○ケチャップ、みりん、
○食塩

牛乳 牛乳、おやつ・
ホットドッグ

御飯、白身魚のコーンフライ、き
んぴらごぼう、豆腐みそ汁（わか
め）、オレンジ

米、○ホットケーキ粉、コー
ンフレーク、米粉、油、○砂
糖、砂糖、ごま、ごま油

○牛乳、たら、絹ごし豆腐、
豆乳、○卵、米みそ（淡色
辛みそ）、◎牛乳

オレンジ、○りんご、ブロッコ
リー、にんじん、ごぼう、カッ
トわかめ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、食塩

牛乳

牛乳、フレンチ
トースト(食パン）

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、○フラ
イドポテト、油、米粉、砂糖

○牛乳、豚ひき肉、鶏ささ
身、◎牛乳

クリームコーン缶、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、しょうゆ、酢、洋風だ
しの素、○食塩、こしょう

牛乳 牛乳、フライドポ
テト

鶏肉の照り焼き丼、ほうれん草
のナムル、豆腐みそ汁（わか
め）、バナナ

米、○食パン、ごま、片栗
粉、○グラニュー糖、ごま油

○牛乳、鶏もも肉（皮付き）、
木綿豆腐、○卵、米みそ
（淡色辛みそ）、◎牛乳

バナナ、ほうれんそう、にん
じん、コーン缶、さやえんど
う、カットわかめ、焼きのり、
しょうが

かつお・昆布だし汁、みり
ん、しょうゆ、酒、食塩

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、○小麦粉、○砂糖、油、
砂糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉(も
も)、○卵、○無塩バター、
米みそ（淡色辛みそ）

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、○
食塩

牛乳 牛乳、スティック
パン

御飯、鮭のムニエル、肉じゃが
（豚肉）、みそ汁（キャベツ・えの
き）、オレンジ

米、じゃがいも、○米、油、
小麦粉、砂糖

◎牛乳、さけ、豚肉(肩ロー
ス)、○鶏ひき肉、米みそ（淡
色辛みそ）、○牛乳

オレンジ、キャベツ、ブロッコ
リー、たまねぎ、にんじん、
えのきたけ、さやえんどう、
カットわかめ、○あおのり

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、○酒、みりん、○しょう
ゆ、食塩

牛乳

牛乳、ホットケー
キ・ココア

わかめ御飯、豚肉と野菜のカ
レー炒め、ひじきとさつま芋の炒
り煮、みそ汁(だいこん）

米、○食パン、さつまいも、
○砂糖、○油、油、片栗粉、
砂糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉(肩
ロース)、淡色みそ、油揚
げ、○きな粉

たまねぎ、だいこん、にんじ
ん、ピーマン、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、食塩、カレー
粉、○食塩

牛乳 牛乳、きなこ揚
げパン

御飯、かじきの変わり揚げ、大根
と鶏肉の煮物、みそ汁、グレー
プフルーツ

米、○ホットケーキ粉、油、
片栗粉、○メープルシロッ
プ、砂糖

○牛乳、かじき、鶏もも肉、
米みそ（淡色辛みそ）、○
卵、卵、◎牛乳

だいこん、グレープフルー
ツ、ブロッコリー、にんじん、
たまねぎ、さやえんどう、干
ししいたけ、カットわかめ、に
んにく

かつお・昆布だし汁、かつ
おだし汁、しょうゆ、酒、カ
レー粉

牛乳

牛乳、ジャムサ
ンド（いちご）

チキンカレー、ブロッコリーの三
色サラダ、きのこのスープ

米、○七分つき米、じゃがい
も、油、○ごま

○牛乳、牛乳、鶏もも肉、○
さけ、◎牛乳

たまねぎ、にんじん、ブロッ
コリー、えのきたけ、しめじ、
コーン缶、さやえんどう、○
焼きのり

カレールウ、洋風だしの素、
酢、○食塩、食塩

牛乳 牛乳、おにぎり
（さけ）

マーボー豆腐丼、コールスロー
サラダ、わかめスープ（コーン）、
バナナ

米、○食パン、マヨネーズ、
片栗粉、砂糖、ごま油

○牛乳、木綿豆腐、豚ひき
肉、淡色みそ、◎牛乳

バナナ、キャベツ、ねぎ、に
んじん、コーン缶、○いちご
ジャム、カットわかめ、しょう
が

しょうゆ、酒、中華だしの素、
食塩

牛乳

牛乳、ベーコン
ピラフ

三色丼、豆腐みそ汁（わかめ）、
バナナ

米、○ホットケーキ粉、○砂
糖、油、砂糖

○牛乳、木綿豆腐、豚ひき
肉、米みそ（淡色辛みそ）、
○卵、○無塩バター、◎牛
乳

バナナ、ほうれんそう、コー
ン缶、○バナナ、カットわか
め、焼きのり、しょうが

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、みりん

牛乳、カップ
ケーキ

御飯、鶏肉のカレー焼き、じゃが
芋炒め、みそ汁（玉ねぎ・あげ）、
オレンジ

米、じゃがいも、○米、砂
糖、○油

○牛乳、鶏もも肉、米みそ
（淡色辛みそ）、○ベーコ
ン、ベーコン、油揚げ、◎牛
乳

オレンジ、ブロッコリー、たま
ねぎ、○たまねぎ、○にんじ
ん、ピーマン、にんじん、○
コーン缶、にんにく

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、食塩、○酒、○食塩、カ
レー粉

牛乳

3時おやつ アレルギー

御飯、豚肉のすき焼き風煮物
（豆腐）、ほうれん草のおかか和
え、みそ汁、オレンジ

米、○ロールパン、じゃがい
も、しらたき、砂糖、○油

○牛乳、豚肉(肩ロース)、焼
き豆腐、○ウインナーソー
セージ、米みそ（淡色辛み
そ）、かつお節、◎牛乳

オレンジ、ほうれんそう、はく
さい、たまねぎ、○キャベ
ツ、ねぎ、にんじん、えのき
たけ、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、○ケチャップ、みりん、
○食塩

牛乳 牛乳、おやつ・
ホットドッグ

○牛乳、鶏もも肉、米みそ
（淡色辛みそ）、○ベーコ
ン、ベーコン、油揚げ、◎牛
乳

オレンジ、ブロッコリー、たま
ねぎ、○たまねぎ、○にんじ
ん、ピーマン、にんじん、○
コーン缶、にんにく

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、食塩○酒、○食塩、カ
レー粉

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

牛乳、ベーコン
ピラフ

【誕生会メニュー】焼き
もろこし飯、鶏のから揚げ、彩り
野菜サラダ、コーンスープ

米、○ホットケーキ粉、油、
片栗粉、砂糖

○牛乳、鶏もも肉、○卵、○
生クリーム、◎牛乳

コーン缶、クリームコーン
缶、ブロッコリー、キャベツ、
○バナナ、きゅうり、赤ピー
マン、あさつき、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、バナナ
ケーキ(生クリー
ム添え)

御飯、鶏肉のカレー焼き、じゃが
芋炒め、みそ汁（玉ねぎ・あげ）、
オレンジ

米、じゃがいも、○米、砂
糖、○油


