
2022年11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

01 528.0(436.6)

火 22.4(19.4)

15.9(15.5)

2.3(1.7)

02 570.3(458.5)

水 25.4(21.0)

12.3(12.3)

2.7(2.0)

04 582.1(466.6)

金 24.0(20.1)

20.7(18.2)

2.5(1.9)

05 558.2(467.3)

土 20.0(17.5)

17.1(15.7)

1.8(1.4)

07 553.1(445.8)

月 19.8(17.1)

14.9(14.1)

1.4(1.1)

08 575.2(471.1)

火 23.2(19.8)

19.5(18.1)

1.9(1.5)

09 559.1(454.3)

水 25.7(21.5)

13.6(13.5)

2.8(2.1)

10 547.8(446.4)

木 23.4(19.6)

16.5(15.2)

2.3(1.7)

11 552.2(463.5)

金 26.0(21.9)

10.4(11.1)

2.1(1.6)

12 585.8(479.8)

土 18.6(16.9)

17.7(16.7)

2.3(1.8)

14 558.7(470.9)

月 21.2(18.6)

16.4(15.4)

2.3(1.8)

15 528.0(436.6)

火 22.4(19.4)

15.9(15.5)

2.3(1.7)

16 570.3(458.5)

水 25.4(21.0)

12.3(12.3)

2.7(2.0)

17 631.6(502.0)

木 24.5(20.4)

23.6(20.2)

2.3(1.7)

18 564.3(454.1)

金 23.7(19.8)

20.7(18.1)

2.5(1.9)

19 558.2(467.3)

土 20.0(17.5)

17.1(15.7)

1.8(1.4)

21 553.1(445.8)

月 19.8(17.1)

14.9(14.1)

1.4(1.1)

22 575.2(471.1)

火 23.2(19.8)

19.5(18.1)

1.9(1.5)

24 547.8(446.4)

木 23.4(19.6)

16.5(15.2)

2.3(1.7)

25 590.0(489.9)

金 22.6(19.4)

22.5(20.7)

2.0(1.6)

26 585.8(479.8)

土 18.6(16.9)

17.7(16.7)

2.3(1.8)

28 558.7(470.9)

月 21.2(18.6)

16.4(15.4)

2.3(1.8)

29 528.0(436.6)

火 22.4(19.4)

15.9(15.5)

2.3(1.7)

30 570.3(458.5)

水 25.4(21.0)

12.3(12.3)

2.7(2.0)

牛乳、いちご
ジャムサンド

御飯、白身魚のコーンフライ、大
根と鶏肉の煮物、みそ汁（さつま
芋・ねぎ）、オレンジ

○ゆでうどん、米、さつまいも、
コーンフレーク、米粉、油、砂
糖

○牛乳、◎牛乳、たら、鶏もも
肉、豆乳、○油揚げ、米みそ
（淡色辛みそ）

オレンジ、だいこん、ブロッコ
リー、○たまねぎ、ねぎ、にんじ
ん、○ねぎ、○にんじん、さや
えんどう、干ししいたけ

かつおだし汁、○かつお・昆布
だし汁、○しょうゆ、○みりん、
しょうゆ、酒、○食塩、食塩

牛乳 牛乳、補食・き
つねうどん

ビビンバ丼、ブロッコリーと人参
のおかか和え、豆腐みそ汁（わ
かめ）

米、○食パン、砂糖、すりごま、
油

○牛乳、◎牛乳、木綿豆腐、
豚ひき肉、米みそ（淡色辛み
そ）、かつお節

ほうれんそう、ブロッコリー、に
んじん、○いちごジャム、ね
ぎ、カットわかめ、しょうが、に
んにく

かつお・昆布だし汁、しょうゆ、
酒、酢、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

牛乳

3時おやつ

ビビンバ丼、ブロッコリーと人参
のおかか和え、豆腐みそ汁（わ
かめ）

米、○食パン、砂糖、すりごま、
油

○牛乳、◎牛乳、木綿豆腐、
豚ひき肉、米みそ（淡色辛み
そ）、かつお節

ほうれんそう、ブロッコリー、に
んじん、○いちごジャム、ね
ぎ、カットわかめ、しょうが、に
んにく

かつお・昆布だし汁、しょうゆ、
酒、酢、食塩

牛乳 牛乳、いちご
ジャムサンド

牛乳、ホットケー
キ・ココア

御飯、白身魚のコーンフライ、大
根と鶏肉の煮物、みそ汁（さつま
芋・ねぎ）、オレンジ

○ゆでうどん、米、さつまいも、
コーンフレーク、米粉、油、砂
糖

○牛乳、◎牛乳、たら、鶏もも
肉、豆乳、○油揚げ、米みそ
（淡色辛みそ）

オレンジ、だいこん、ブロッコ
リー、○たまねぎ、ねぎ、にんじ
ん、○ねぎ、○にんじん、さや
えんどう、干ししいたけ

かつおだし汁、○かつお・昆布
だし汁、○しょうゆ、○みりん、
しょうゆ、酒、○食塩、食塩

牛乳

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

バナナ、ねぎ、○バナナ、コー
ン缶、にんじん、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、補食・き
つねうどん

わかめ御飯、豚肉と野菜のごま
炒め、きんぴらごぼう、豆腐みそ
汁（わかめ）、キウイフルーツ

米、○ホットケーキ粉、○メー
プルシロップ、油、ごま、砂糖、
ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚肉(ロー
ス)、木綿豆腐、淡色みそ、○
卵

キウイフルーツ、たまねぎ、に
んじん、ごぼう、ブロッコリー、
ねぎ、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

牛乳、カップ
ケーキ

中華丼、ブロッコリーのチキンサ
ラダ、麩のすまし汁（えのき）、バ
ナナ

○さつまいも、米、○砂糖、ご
ま油、片栗粉、油、焼ふ、砂糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉(もも)、
鶏ささ身、○卵、○卵(黄)、○
無塩バター

バナナ、はくさい、ブロッコ
リー、にんじん、ねぎ、えのきた
け、たけのこ、しいたけ、コーン
缶、しょうが、にんにく

かつお・昆布だし汁、中華スー
プ、しょうゆ、食塩、酢、こしょう

牛乳 牛乳、スイートポ
テト

マーボー豆腐丼、わかめスープ
（コーン）、バナナ

米、○ホットケーキ粉、片栗
粉、○砂糖、砂糖、ごま油

牛乳 牛乳、補食・
ちゃんぽんラー
メン

スパゲティーナポリタン、きゅうり
とささみのごまサラダ、コーン
スープ（ねぎ）、キウイフルーツ

マカロニ・スパゲティ、○米、
油、○ごま、すりごま、砂糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉(ロー
ス)、鶏ささ身、○さけ（塩）、バ
ター

クリームコーン缶、キウイフルー
ツ、たまねぎ、きゅうり、コーン
缶、にんじん、ねぎ、ピーマン、
○焼きのり

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

牛乳

○牛乳、◎牛乳、豚肉(もも)、
○卵、米みそ（淡色辛みそ）、
ちくわ、油揚げ

かき、たまねぎ、にんじん、ピー
マン、ねぎ、さやえんどう、ひじ
き

かつおだし汁、かつお・昆布だ
し汁、酒、しょうゆ、みりん、食
塩、カレー粉

牛乳

牛乳、おにぎり
（鮭）

御飯、かじきのフライ、根菜の炒
め煮、みそ汁（かぶ・わかめ）、グ
レープフルーツ

米、○生中華めん、板こんにゃ
く、パン粉、油、小麦粉、○ごま
油

○牛乳、◎牛乳、かじき、○豚
肉(肩)、淡色みそ、卵

グレープフルーツ、かぶ、ブ
ロッコリー、だいこん、れんこ
ん、○キャベツ、にんじん、○
たまねぎ、○にんじん、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、みりん、しょう
ゆ、○しょうゆ、ウスターソー
ス、○中華だしの素、○食塩、
食塩、こしょう

牛乳、フレンチ
トースト(食パン）

【郷土料理】かしわめし【福
岡県】、鮭のムニエル、じゃが芋
と鶏肉の煮物、みそ汁(だいこ
ん）、りんご

米、じゃがいも、○米、小麦
粉、砂糖、○砂糖、ごま、油

○牛乳、◎牛乳、さけ、鶏もも
肉、米みそ（淡色辛みそ）、○
油揚げ、油揚げ

りんご、だいこん、ブロッコ
リー、にんじん、○にんじん、さ
やえんどう、ごぼう、えのきた
け、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、かつおだ
し汁、しょうゆ、○かつおだし
汁、酒、○しょうゆ、みりん、○
酒、○みりん、食塩

牛乳 牛乳、きつねお
にぎり

御飯、豚肉と玉ねぎのカレー炒
め、ひじきの五目煮（さつまい
も）、みそ汁（じゃが芋・ねぎ）、
柿

米、じゃがいも、○食パン、さ
つまいも、油、片栗粉、砂糖、
○グラニュー糖

牛乳 牛乳、おにぎり
（とりそぼろ）

ハヤシライス、コーンスープ（ね
ぎ）、バナナ

米、○小麦粉、油、○砂糖 ○牛乳、◎牛乳、豚肉(もも)、
○卵、○無塩バター

バナナ、ホールトマト缶詰、た
まねぎ、クリームコーン缶、コー
ン缶、ねぎ

ハヤシルウ、洋風だしの素、食
塩、○食塩、こしょう

牛乳

○牛乳、◎牛乳、木綿豆腐、
豚ひき肉、米みそ（淡色辛み
そ）、かつお節

ほうれんそう、ブロッコリー、に
んじん、○いちごジャム、ね
ぎ、カットわかめ、しょうが、に
んにく

かつお・昆布だし汁、しょうゆ、
酒、酢、食塩

牛乳

牛乳、スティック
パン

カレーライス、ほうれん草のナム
ル、わかめスープ（キャベツ）

米、○米、じゃがいも、ごま、
油、○砂糖、ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚肉(もも)、
牛乳、○鶏ひき肉

ほうれんそう、たまねぎ、キャベ
ツ、にんじん、コーン缶、カット
わかめ、○あおのり

カレールウ、○酒、○みりん、
○しょうゆ、食塩、中華だしの
素

牛乳、いちご
ジャムサンド

御飯、白身魚のコーンフライ、大
根と鶏肉の煮物、みそ汁（さつま
芋・ねぎ）、オレンジ

○ゆでうどん、米、さつまいも、
コーンフレーク、米粉、油、砂
糖

○牛乳、◎牛乳、たら、鶏もも
肉、豆乳、○油揚げ、米みそ
（淡色辛みそ）

オレンジ、だいこん、ブロッコ
リー、○たまねぎ、ねぎ、にんじ
ん、○ねぎ、○にんじん、さや
えんどう、干ししいたけ

かつおだし汁、○かつお・昆布
だし汁、○しょうゆ、○みりん、
しょうゆ、酒、○食塩、食塩

牛乳 牛乳、補食・き
つねうどん

ビビンバ丼、ブロッコリーと人参
のおかか和え、豆腐みそ汁（わ
かめ）

米、○食パン、砂糖、すりごま、
油

牛乳 牛乳、ホットケー
キ・ココア

御飯、鶏肉の照り焼き、じゃが芋
とひき肉の煮物、みそ汁（玉ね
ぎ・わかめ）、オレンジ

米、○コッペパン、じゃがいも、
油、○油、片栗粉、砂糖、○グ
ラニュー糖、○砂糖

○牛乳、◎牛乳、鶏もも肉（皮
付き）、豚ひき肉、米みそ（淡色
辛みそ）、○きな粉

オレンジ、たまねぎ、キャベツ、
にんじん、グリンピース、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

牛乳

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

バナナ、ねぎ、○バナナ、コー
ン缶、にんじん、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、あげぱん
（きな粉）

わかめ御飯、豚肉と野菜のごま
炒め、きんぴらごぼう、豆腐みそ
汁（わかめ）

米、○ホットケーキ粉、○メー
プルシロップ、油、ごま、砂糖、
ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚肉(ロー
ス)、木綿豆腐、淡色みそ、○
卵

たまねぎ、にんじん、ごぼう、ブ
ロッコリー、ねぎ、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

牛乳、カップ
ケーキ

中華丼、ブロッコリーのチキンサ
ラダ、麩のすまし汁（えのき）、バ
ナナ

○さつまいも、米、○砂糖、ご
ま油、片栗粉、油、焼ふ、砂糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉(もも)、
鶏ささ身、○卵、○卵(黄)、○
無塩バター

バナナ、はくさい、ブロッコ
リー、にんじん、ねぎ、えのきた
け、たけのこ、しいたけ、コーン
缶、しょうが、にんにく

かつお・昆布だし汁、中華スー
プ、しょうゆ、食塩、酢、こしょう

牛乳 牛乳、スイートポ
テト

マーボー豆腐丼、わかめスープ
（コーン）、バナナ

米、○ホットケーキ粉、片栗
粉、○砂糖、砂糖、ごま油

牛乳 牛乳、フレンチ
トースト(食パン）

スパゲティーナポリタン、きゅうり
とささみのごまサラダ、コーン
スープ（ねぎ）、キウイフルーツ

マカロニ・スパゲティ、○米、
油、○ごま、すりごま、砂糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉(ロー
ス)、鶏ささ身、○さけ（塩）、バ
ター

クリームコーン缶、キウイフルー
ツ、たまねぎ、きゅうり、コーン
缶、にんじん、ねぎ、ピーマン、
○焼きのり

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

牛乳

○牛乳、◎牛乳、鶏もも肉、○
卵、鶏ひき肉、○バター、○生
クリーム

クリームコーン缶、きゅうり、キャ
ベツ、りんご、ブロッコリー、
コーン缶、ねぎ、たまねぎ、干
しぶどう、にんじん、しょうが、
にんにく

しょうゆ、洋風だしの素、食塩、
酢、酒、パセリ粉

牛乳

牛乳、おにぎり
（鮭）

御飯、豚肉と玉ねぎのカレー炒
め、ひじきの五目煮（さつまい
も）、みそ汁（じゃが芋・ねぎ）、
柿

米、じゃがいも、○食パン、さ
つまいも、油、片栗粉、砂糖、
○グラニュー糖

○牛乳、◎牛乳、豚肉(もも)、
○卵、米みそ（淡色辛みそ）、
ちくわ、油揚げ

かき、たまねぎ、にんじん、ピー
マン、ねぎ、さやえんどう、ひじ
き

かつおだし汁、かつお・昆布だ
し汁、酒、しょうゆ、みりん、食
塩、カレー粉

牛乳、パウンド
ケーキ

ハヤシライス、コーンスープ（ね
ぎ）、バナナ

米、○小麦粉、油、○砂糖 ○牛乳、◎牛乳、豚肉(もも)、
○卵、○無塩バター

バナナ、ホールトマト缶詰、た
まねぎ、クリームコーン缶、コー
ン缶、ねぎ

ハヤシルウ、洋風だしの素、食
塩、○食塩、こしょう

牛乳 牛乳、スティック
パン

【誕生会メニュー】 ピラフ
（チキンコンソメ）、鶏のから揚
げ、キャベツのりんごサラダ（きゅ
うり）、コーンスープ（ねぎ）

米、○小麦粉、○砂糖、油、片
栗粉

牛乳、おにぎり
（とりそぼろ）

カレーライス、ほうれん草のナム
ル、わかめスープ（キャベツ）

米、○米、じゃがいも、ごま、
油、○砂糖、ごま油

○牛乳、◎牛乳、豚肉(もも)、
牛乳、○鶏ひき肉

ほうれんそう、たまねぎ、キャベ
ツ、にんじん、コーン缶、カット
わかめ、○あおのり

カレールウ、○酒、○みりん、
○しょうゆ、食塩、中華だしの
素

牛乳


