
2022年08月 献　　　立　　　表 普通食
日／曜 献　　立　　名 材料名（昼食・3時おやつ） 3時おやつ 栄　養　価

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 その他食品 未満児

1日(月)
15日(月)

ごはん 米、ビーフン、マヨドレ、マッシ
ュポテトフレーク、油

牛乳、鶏もも肉（皮なし）、豚
小間、ベーコン

キャベツ、かぼちゃ、オレンジ、
にんじん、たまねぎ、グリンピー
ス

食塩、酢、鶏ガラスープ、しょう
ゆ、カレー粉、コンソメ、こし
ょう

エネルギー 474 kcal
鶏肉のポテト焼き 牛乳 たんぱく質 18.8 ｇ
かぼちゃのサラダ ビーフンのカレー炒め 脂　　質 18.3 ｇ
キャベツスープ カルシウム 177 mg
オレンジ

2日(火)
16日(火)

ごはん 米、あわせるゼリー（マスカッ
ト）、じゃがいも、小麦粉、砂
糖、油、マヨドレ、はるさめ

牛乳、大豆水煮、牛乳、豚小
間、ツナ油漬缶、きな粉、み
そ、高野豆腐

たまねぎ、にんじん、コーン、カ
ットわかめ

かつお・昆布だし汁、ケチャッ
プ、ベーキングパウダー、食塩、
こしょう

エネルギー 499 kcal
ポークビーンズ（じゃがいも） 牛乳 たんぱく質 17.3 ｇ
わかめの春雨サラダ きな粉蒸しパン 脂　　質 18.2 ｇ
みそ汁（高野豆腐・たまねぎ） カルシウム 239 mg
マスカットゼリー

3日(水)

ハヤシライス 米、マヨドレ、白ごま、油 豚肉 きゅうり、たまねぎ、にんじ
ん、あおのり

コンソメ、食塩、しょうゆ、パ
セリ粉、こしょう

エネルギー 457 kcal
スティックきゅうり ゼリー 牛乳 たんぱく質 18.3 ｇ
ゼリー ふりかけごはん 脂　　質 15.4 ｇ

カルシウム 251 mg

4日(木)

ごはん 米、砂糖、スパゲティ、パン
粉、マヨドレ、油

牛乳、豚ひき肉、大豆水煮、ハ
ム、みそ、油揚げ、スキムミルク

みかんジュース、みかん缶、キャ
ベツ、ぶどうジュース、たまね
ぎ、にんじん、かんてん
（粉）、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、中濃ソー
ス、ケチャップ、食塩、こしょう

エネルギー 451 kcal
煮込み大豆ハンバーグ 牛乳 たんぱく質 16.4 ｇ
スパゲティサラダ ひまわりゼリー 脂　　質 14.9 ｇ
みそ汁（油揚げ・わかめ） カルシウム 209 mg
みかん缶

5日(金)

ごはん 米、じゃがいも、ホットケーキ
ミックス、砂糖、油、小麦粉

牛乳、ヨーグルト、かじき、木
綿豆腐、ヨーグルト(無糖)、ピザ
用チーズ、卵、ベーコン、牛乳、
無塩バター

たまねぎ、だいこん、にんじ
ん、いんげん

かつお・昆布だし汁、ケチャッ
プ、酢、しょうゆ、食塩、コンソ
メ、パセリ粉、こしょう

エネルギー 504 kcal
メカジキのピカタ 牛乳 たんぱく質 22.3 ｇ
ジャーマンポテト チーズケーキ 脂　　質 18.0 ｇ
沢煮椀 カルシウム 344 mg
カップヨーグルト

6日(土)

カレーライス 米、オレンジゼリー、じゃがい
も、砂糖

豚ひき肉 にんじん、きゅうり、たまねぎ しょうゆ、酢、酒、食塩 エネルギー 469 kcal
ピクルス 牛乳 たんぱく質 16.4 ｇ

クッキー、せんべい 脂　　質 9.7 ｇ
カルシウム 173 mg

8日(月)
22日(月)

ごはん 米、じゃがいも、コーンフレー
ク、砂糖、小麦粉、油、黒ごま

牛乳、豚小間、ヨーグルト(無
糖)、みそ

オレンジ、キャベツ、にんじん、
もも缶、パイン缶、コーン、だい
こん、いんげん

かつお・昆布だし汁、しょう
ゆ、みりん、食塩

エネルギー 433 kcal
豚肉の胡麻照り焼き 牛乳 たんぱく質 18.3 ｇ
大根とじゃがいもの煮物 フルーツヨーグルト 脂　　質 10.7 ｇ
みそ汁（キャベツ・コーン） カルシウム 219 mg
オレンジ

9日(火)
23日(火)

冷やし中華 中華めん、米、あわせるゼリー
（ピーチ）、油、片栗粉、砂
糖、マヨドレ、ごま油

牛乳、鶏むね肉（皮なし）、豚
ひき肉

コーン、トマト、たまねぎ、にん
じん、カットわかめ、あおのり

酢、しょうゆ、食塩、コンソ
メ、こしょう

エネルギー 522 kcal
鶏肉の磯辺揚げ 牛乳 たんぱく質 21.3 ｇ
ピーチゼリー おやつピラフ 脂　　質 17.6 ｇ

カルシウム 177 mg

10日(水)
24日(水)

夏野菜カレーライス 米、小麦粉、砂糖、油 牛乳、牛乳、鶏もも肉（皮な
し）、無塩バター、しらす干
し、スキムミルク

かぼちゃ、にんじん、オレンジ、
たまねぎ、キャベツ、きゅう
り、なす、ひじき

中濃ソース、ケチャップ、しょう
ゆ、ベーキングパウダー、酢、食
塩、コンソメ、カレー粉

エネルギー 504 kcal
ひじきのしらすサラダ 牛乳 たんぱく質 15.1 ｇ
オレンジ お麩ラスク 脂　　質 16.5 ｇ

カルシウム 243 mg

12日(金)
26日(金)

ごはん 米、さつまいも、小麦粉、油、
砂糖、マヨドレ

牛乳、さけ、ヨーグルト(無糖)、
木綿豆腐、調製豆乳、無塩バタ
ー、みそ、スキムミルク

にんじん、たまねぎ、チンゲン
サイ、ピーマン、いちごジャム

かつお・昆布だし汁、ベーキン
グパウダー、しょうゆ、食塩、こ
しょう

エネルギー 552 kcal
鮭の味噌マヨネーズ焼き 牛乳 たんぱく質 19.9 ｇ
さつまいもの黄金煮 キャロットケーキ 脂　　質 19.0 ｇ
すまし汁（豆腐・チンゲンサイ） カルシウム 274 mg
ヨーグルト

13日(土)
27日(土)

ハヤシライス 米、砂糖、油 豚小間 たまねぎ、にんじん、コーン ケチャップ、ウスターソース、
酢、しょうゆ、食塩、ベーキン
グパウダー、コンソメ

エネルギー 546 kcal
サラダ 牛乳 たんぱく質 14.9 ｇ

クラッカー、ウエハウス 脂　　質 19.1 ｇ
カルシウム 217 mg

17日(水)

食パン 食パン、米、マカロニ、小麦
粉、マヨドレ、白ごま、パン
粉、片栗粉、ごま油

牛乳、ヨーグルト、ツナ油漬
缶、絹ごし豆腐、スキムミルク、
無塩バター、しらす干し、粉チー
ズ、かつお節

ブロッコリー、たまねぎ、トマ
ト、ねぎ、あおのり

コンソメ、食塩、しょうゆ、パ
セリ粉、こしょう

エネルギー 484 kcal
ツナグラタン 牛乳 たんぱく質 19.3 ｇ
茹でブロッコリー ふりかけごはん 脂　　質 15.2 ｇ
トマトと豆腐のスープ カルシウム 318 mg
カップヨーグルト

18日(木)

ごはん 米、砂糖、スパゲティ、パン
粉、マヨドレ、油

牛乳、豚ひき肉、大豆水煮、ハ
ム、みそ、油揚げ、スキムミルク

みかんジュース、オレンジ、ほう
れんそう、ぶどうジュース、たま
ねぎ、にんじん、かんてん
（粉）、カットわかめ

かつお・昆布だし汁、中濃ソー
ス、ケチャップ、食塩、こしょう

エネルギー 446 kcal
煮込み大豆ハンバーグ 牛乳 たんぱく質 16.6 ｇ
スパゲティサラダ ひまわりゼリー 脂　　質 14.9 ｇ
みそ汁（油揚げ・わかめ） カルシウム 216 mg
オレンジ

19日(金)

ごはん 米、じゃがいも、オレンジゼリ
ー、ホットケーキミックス、砂
糖、油、小麦粉

牛乳、かじき、木綿豆腐、ヨー
グルト(無糖)、ピザ用チーズ、
卵、ベーコン、牛乳、無塩バター

たまねぎ、にんじん、ごぼう、
いんげん

かつお・昆布だし汁、ケチャッ
プ、酢、しょうゆ、食塩、コンソ
メ、パセリ粉、こしょう

エネルギー 482 kcal
メカジキのピカタ 牛乳 たんぱく質 20.4 ｇ
ジャーマンポテト チーズケーキ 脂　　質 17.7 ｇ
沢煮椀 カルシウム 267 mg
オレンジゼリー

20日(土)

びびんば丼 米、砂糖、油 豚小間 ほうれんそう、にんじん、きゅ
うり

酢、食塩 エネルギー 481 kcal
牛乳 たんぱく質 17.7 ｇ
クッキー、せんべい 脂　　質 10.4 ｇ

カルシウム 218 mg

25日(木)

ごはん 米、グレープゼリー，50g（冷
凍）、小麦粉、油、砂糖、ごま
油、白ごま

ジョアマスカット80ｍｌ、卵、
牛乳、みそ

ほうれんそう、かぼちゃ、にん
じん、きゅうり、いちごジャ
ム、グリンピース、ひじき、カッ
トわかめ

かつお・昆布だし汁、ベーキン
グパウダー、みりん、食塩、鶏ガ
ラスープ

エネルギー 425 kcal
ひじき入り卵焼き 牛乳 たんぱく質 14.0 ｇ
ほうれん草のナムル スコーン 脂　　質 10.7 ｇ
みそ汁（かぼちゃ・わかめ） カルシウム 270 mg
グレープゼリー

29日(月)

ごはん 米、小麦粉、油 牛乳、鶏もも肉（皮なし）、
卵、豚小間、ツナ油漬缶、み
そ、高野豆腐、かつお節

かぼちゃ、キャベツ、オレンジ、
たまねぎ、切り干しだいこん、ピ
ーマン、にんじん、あおのり

かつお・昆布だし汁、ケチャッ
プ、中濃ソース、みりん、しょう
ゆ、しょうが、食塩

エネルギー 425 kcal
鶏肉の生姜焼き 牛乳 たんぱく質 14.0 ｇ
切干ナポリタン お好み焼き 脂　　質 10.7 ｇ
みそ汁（かぼちゃ・高野豆腐） カルシウム 270 mg
オレンジ

30日(火)

厚揚げ丼 米、あわせるゼリー（マスカッ
ト）、ホットケーキミックス、
油、麩、片栗粉、白ごま、ごま
油、砂糖

牛乳、厚揚げ（冷凍）、絹ごし
豆腐、豚ひき肉、卵、みそ

だいこん、にんじん、キャベ
ツ、たまねぎ、いんげん

かつお・昆布だし汁、酢、しょ
うゆ、食塩、しょうが、こしょ
う

エネルギー 465 kcal
ごまドレッシングサラダ 牛乳 たんぱく質 15.5 ｇ
すまし汁（麩・たまねぎ） 豆腐ドーナツ 脂　　質 16.8 ｇ
マスカットゼリー カルシウム 276 mg

31日(水)

ひまわりごはん 米、小麦粉、じゃがいも、油、
マカロニ、砂糖、パン粉

牛乳、鶏むね肉（皮なし）、牛
乳、ツナ油漬缶、ヨーグルト、
生クリーム、粉チーズ

なし、キャベツ、にんじん、た
まねぎ、コーン、グリンピース

かつお・昆布だし汁、ケチャッ
プ、酢、ベーキングパウダー、し
ょうゆ、食塩、コンソメ、パセ
リ粉、デザート

エネルギー 560 kcal
ミラノ風チキンカツ 牛乳 たんぱく質 22.2 ｇ
キャベツとツナのマカロニサラダ ケーキ 脂　　質 17.5 ｇ
コンソメスープ（じゃがいも・玉ねぎ） カルシウム 251 mg
デザート

※食べていない食材がある場合は給食提供日までに、何回かご自宅で試して下さい。 アレルギーが出た場合は速やかに担当保育士までにご連絡下さい。 
※都合により献立・食材を変更することがあります。
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