
さんいく保育園　有明
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

01 580.5(464.4)

金 24.7(19.7)

21.1(16.8)

2.2(1.8)

02 554.4(437.9)

土 18.3(14.5)

16.0(12.8)

1.7(1.3)

04 555.7(444.6)

月 19.6(15.7)

15.7(12.6)

1.8(1.4)

05 571.2(456.2)

火 24.3(19.4)

15.0(12.0)

2.9(2.2)

06 562.8(450.2)

水 23.4(18.7)

21.5(17.2)

2.3(1.8)

07 571.1(454.4)

木 21.6(17.1)

20.9(16.6)

1.7(1.3)

08 552.5(440.8)

金 20.8(16.7)

21.9(17.5)

1.9(1.5)

09 561.8(443.9)

土 22.8(18.2)

15.2(12.2)

3.0(2.4)

11 575.1(460.1)

月 20.6(16.5)

18.2(14.6)

2.8(2.2)

12 569.1(455.1)

火 21.9(17.5)

17.9(14.4)

2.9(2.3)

13 578.1(462.5)

水 22.7(18.2)

17.4(13.9)

2.6(2.0)

14 558.2(439.4)

木 27.5(21.8)

19.7(15.6)

2.3(1.8)

クラッカー

おにぎり

せんべい

○牛乳、鶏もも肉、
木綿豆腐、○豚ひき
肉、米みそ（淡色辛
みそ）、いわし(煮干
し)、ごま

おにぎり

クラッカー

せんべい

おにぎり

クラッカー

せんべい

おにぎり

クラッカー

おにぎり

献    　  立      　表

※マヨネーズについては卵不使用のマヨネーズを使用しますので、卵アレルギーのお子様もみんなと同じ給食を提供します

2022年04月

日付 献立
材         料        名 (○は午後おやつ)

しょうゆ、酢、酒、みり
ん、食塩

牛乳、チー
ズスティック

チキンライス、サイコロサ
ラダ、レタスのスープ、
オレンジ

米、○米、じゃがい
も、油、○三温糖、三
温糖

ごはん、豚肉の生姜焼
き、もやしの甘酢和え、
みそ汁（じゃがいも・わ
かめ）、グレープフルー
ツ

米、○ホットケーキ
粉、じゃがいも、油、
三温糖

○牛乳、豚肉(もも)、
豚肉(ばら)、米みそ
（淡色辛みそ）、いわ
し(煮干し)、○粉
チーズ、○バター

グレープフルーツ、もや
し、たまねぎ、きゅうり、
にんじん、しょうが、こん
ぶ（だし用）、カットわか
め

○牛乳、鶏もも肉（皮
付き）、○油揚げ、か
つお節

オレンジ、にんじん、レ
タス、たまねぎ、ピーマ
ン、きゅうり、しめじ、マッ
シュルーム缶、こんぶ
（だし用）

ケチャップ、○酒、
酢、○しょうゆ、しょう
ゆ、○みりん、食塩、
中濃ソース

牛乳、キャ
ロットケーキ

牛乳、きつ
ねごはん

ツナピラフ、ブロッコリー
サラダ、えのきのスー
プ、バナナ

米、○米、じゃがい
も、油、三温糖

○牛乳、ツナ油漬
缶、バター、かつお
節

バナナ、ブロッコリー、に
んじん、えのきたけ、た
まねぎ、コーン缶、こん
ぶ（だし用）、パセリ

酢、しょうゆ、○しょう
ゆ、食塩

○牛乳、鶏もも肉（皮
付き）、ハム、かつお
節

グレープフルーツ、キャ
ベツ、にんじん、たまね
ぎ、きゅうり、○こまつ
な、コーン缶、こんぶ（だ
し用）、にんにく、しょう
が

ケチャップ、しょうゆ、
食塩、酒、○食塩

牛乳、青菜
おにぎり

3時おやつ 補食

○牛乳、たら、米み
そ（淡色辛みそ）、○
バター、いわし(煮干
し)、油揚げ、かつお
節

バナナ、キャベツ、だい
こん、グリンピース、こま
つな、にんじん、○にん
じん、万能ねぎ、しょう
が、こんぶ（だし用）

しょうゆ、酒、食塩

牛乳、焼き
おにぎり

豆ごはん、たらの竜田揚
げ、彩野菜のおかか和
え、みそ汁（大根・万能
ねぎ）、バナナ
●乳児は白ごはん

米、○小麦粉、○砂
糖、片栗粉、油、
コーンスターチ

牛乳、フ
ルーツヨー
グルト

ごはん、松風焼き、ほう
れん草とツナのあえ物、
すまし汁（白菜・えの
き）、バナナ

米、○小麦粉、○砂
糖、パン粉、三温
糖、○ココア（ピュア
ココア）

○牛乳、鶏ひき肉、
木綿豆腐、○バ
ター、ツナ油漬缶、
牛乳、米みそ（淡色
辛みそ）、かつお節、
ごま

バナナ、ほうれんそう、
はくさい、にんじん、たま
ねぎ、えのきたけ、こん
ぶ（だし用）

しょうゆ、食塩

ロールパン、鶏肉のケ
チャップ焼き、マカロニ
サラダ、春キャベツの
スープ、グレープフルー
ツ

ロールパン、○米、
マカロニ、マヨネー
ズ、三温糖

牛乳、マー
ブルクッ
キー

ごはん、チンジャオロー
ス、キャベツの中華風サ
ラダ、中華スープ、オレ
ンジ

米、三温糖、○砂
糖、ごま油、油、片栗
粉

○牛乳、○ヨーグル
ト(無糖)、豚肉(ば
ら)、豚肉(ロース)、し
らす干し、かつお
節、ごま

オレンジ、キャベツ、
ピーマン、○みかん缶、
たけのこ（ゆで）、○もも
缶、○バナナ、たまね
ぎ、しいたけ、きゅうり、
にんじん、こんぶ（だし
用）

酢、しょうゆ、オイス
ターソース、酒、食塩

米、じゃがいも、○マ
カロニ、○砂糖、油、
三温糖

○牛乳、牛乳、豚肉
(もも)、○きな粉、か
つお節

バナナ、キャベツ、にん
じん、たまねぎ、こまつ
な、きゅうり、もやし、こん
ぶ（だし用）、にんにく、
しょうが

カレールウ、酢、しょ
うゆ、食塩、○食塩

牛乳、マカ
ロニのきな
粉和え

○牛乳、豚肉(もも)、
鶏ひき肉、かつお節

バナナ、キャベツ、もや
し、たまねぎ、にんじん、
にら、こんぶ（だし用）、
○カルシウムふりかけ
ゆかり

かつおだし汁、しょう
ゆ、食塩、酒

牛乳、ゆか
りおにぎり

ごはん、鶏の唐揚げ、和
風サラダ、みそ汁（豆
腐・しめじ）、グレープフ
ルーツ

タンメン、じゃがいものそ
ぼろあんかけ、バナナ

ゆで中華めん、じゃ
がいも、○米、三温
糖、ごま油、油、片栗
粉

牛乳、シュ
ガートースト

スパゲティミートソース、
ポテトサラダ、白菜の
スープ、清見オレンジ

スパゲティー、じゃが
いも、○米、マヨネー
ズ、油、○砂糖、オ
リーブ油、三温糖

○牛乳、豚ひき肉、
ハム、かつお節、粉
チーズ

オレンジ、たまねぎ、に
んじん、はくさい、しめ
じ、きゅうり、トマトピュー
レ、マッシュルーム缶、
○にんじん、○ひじき、
干ししいたけ、にんに
く、しょうが、こんぶ（だし
用）

ケチャップ、○かつ
お・昆布だし汁、○
しょうゆ、中濃ソー
ス、しょうゆ、食塩

カレーライス、キャベツ
のサラダ、青菜のスー
プ、バナナ

牛乳、ひじ
きおにぎり

ごはん、カジキマグロの
ステーキ、フレンチサラ
ダ、大根のスープ、バナ
ナ

米、○ロールパン、
○グラニュー糖、三
温糖、油

○牛乳、かじき、○
バター、かつお節

バナナ、キャベツ、だい
こん、りんご、にんじん、
きゅうり、えのきたけ、た
まねぎ、コーン缶、こん
ぶ（だし用）

しょうゆ、酢、食塩

米、じゃがいも、○上
新粉、油、片栗粉、
○ごま油、ごま油、
コーンスターチ、○
砂糖

グレープフルーツ、ほう
れんそう、○にら、にん
じん、しめじ、○コーン
缶、ねぎ、にんにく、しょ
うが、こんぶ（だし用）、
ひじき

しょうゆ、酢、○しょう
ゆ、○食塩

牛乳、チヂ
ミ



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

15 562.6(449.0)

金 24.2(19.3)

17.5(14.0)

2.1(1.6)

16 527.6(422.1)

土 17.7(14.1)

16.3(13.0)

2.5(2.0)

18 569.5(455.6)

月 16.8(13.4)

16.2(13.0)

1.9(1.5)

19 593.2(474.6)

火 23.3(18.6)

19.2(15.4)

3.1(2.5)

20 564.4(451.6)

水 21.4(17.1)

21.0(16.8)

1.5(1.2)

21 570.6(456.5)

木 25.4(20.4)

24.3(19.5)

2.6(2.1)

22 579.2(460.4)

金 24.4(19.3)

14.3(11.3)

1.9(1.5)

23 540.9(432.7)

土 17.8(14.2)

13.8(11.0)

2.1(1.7)

25 566.3(453.0)

月 17.9(14.4)

22.5(18.0)

1.9(1.5)

26 582.0(460.7)

火 24.3(18.5)

19.6(15.5)

2.0(1.6)

27 564.2(443.8)

水 24.3(18.7)

21.3(16.5)

2.3(1.8)

28 577.0(461.6)

木 22.6(18.1)

15.6(12.5)

2.6(2.1)

30 526.2(419.6)

土 20.5(16.4)

14.7(11.7)

2.0(1.6)

日付 献立
材         料        名 (○は午後おやつ)

3時おやつ 補食

せんべい

＊都合により献立の変更や食材が異なる場合もあります

おにぎり

クラッカー

おにぎり

せんべい

クラッカー

せんべい

おにぎり

クラッカー

おにぎり

ロールパン、鶏肉の
マーマレード焼き、アス
パラガスのサラダ、ミネ
ストローネ、グレープフ
ルーツ

ロールパン、○米、
油、マカロニ、三温
糖、オリーブ油

○牛乳、鶏もも肉（皮
付き）、だいず水煮
缶詰、ベーコン、○
しらす干し、かつお
節、バター

グレープフルーツ、グ
リーンアスパラガス、○
にんじん、にんじん、た
まねぎ、キャベツ、ホー
ルトマト缶詰、セロリー、
マーマレード、コーン
缶、にんにく、こんぶ（だ
し用）

ケチャップ、酢、しょう
ゆ、酒、食塩、○しょ
うゆ

牛乳、ココ
アホットケー
キ

マーボー豆腐丼、春雨
サラダ、わかめのスー
プ、バナナ

米、○食パン、はるさ
め、三温糖、片栗
粉、ごま油

クラッカー

鶏そぼろ丼、サイコロサ
ラダ、すまし汁（小松菜・
たまねぎ）、バナナ

米、じゃがいも、○
ホットケーキ粉、三温
糖、○ココア（ピュア
ココア）、油

○牛乳、鶏ひき肉、
かつお節

バナナ、こまつな、にん
じん、たまねぎ、きゅう
り、しょうが、こんぶ（だし
用）、焼きのり

しょうゆ、酢、酒、食
塩

牛乳、ジャ
ムサンド

牛乳、夕焼
けごはん

○牛乳、木綿豆腐、
豚ひき肉、ハム、米
みそ（淡色辛みそ）、
かつお節

バナナ、たまねぎ、ね
ぎ、きゅうり、○いちご
ジャム、にんじん、にん
にく、しょうが、こんぶ
（だし用）、カットわかめ

しょうゆ、酢、酒、オイ
スターソース、食塩

焼肉丼、ブロッコリーの
おかか和え、みそ汁
（じゃがいも・油揚げ）、
オレンジ

米、じゃがいも、○砂
糖、三温糖

○牛乳、豚肉(ロー
ス)、豚肉(ばら)、米
みそ（淡色辛みそ）、
油揚げ、○ゼラチ
ン、いわし(煮干し)、
かつお節

○りんご濃縮果汁、オレ
ンジ、ブロッコリー、キャ
ベツ、にんじん、こんぶ
（だし用）、しょうが

しょうゆ、酒、みりん 牛乳、りんご
ゼリー、せ
んべい

焼豚チャーハン、ビーフ
ンサラダ、チンゲン菜の
スープ、バナナ

米、○ホットケーキ
粉、ビーフン、マヨ
ネーズ、ごま油、はる
さめ

○牛乳、焼き豚、ハ
ム、かつお節

バナナ、にんじん、チン
ゲンサイ、ピーマン、
きゅうり、えのきたけ、こ
んぶ（だし用）

しょうゆ、食塩

メキシカンピラフ、ごぼう
のサラダ、ころころスー
プ、バナナ

米、○米、じゃがい
も、マヨネーズ

○牛乳、豚ひき肉、
バター、かつお節

バナナ、ごぼう、にんじ
ん、たまねぎ、コーン
缶、ピーマン、グリン
ピース、○炊き込みわか
め、こんぶ（だし用）

ケチャップ、しょうゆ、
食塩

牛乳、揚げ
パン

牛乳、わか
めおにぎり

○牛乳、豚ひき肉、
○バター、牛乳、か
つお節

バナナ、たまねぎ、にん
じん、しめじ、きゅうり、え
のきたけ、こんぶ（だし
用）

ケチャップ、酢、しょう
ゆ、中濃ソース、食
塩

牛乳、お麩
ラスク

おにぎり

クラッカー

○牛乳、豚肉(ばら)、
豚肉(ロース)、米み
そ（淡色辛みそ）、い
わし(煮干し)、油揚げ

グレープフルーツ、キャ
ベツ、にんじん、たまね
ぎ、ねぎ、いんげん、カ
ルシウムふりかけ　ゆか
り、こんぶ（だし用）

しょうゆ、みりん、食
塩

牛乳、ホット
ケーキ

ごはん、肉じゃが、キャ
ベツのゆかり和え、みそ
汁(油揚げ・長ねぎ)、グ
レープフルーツ

じゃがいも、米、○
コッペパン、しらた
き、○油、○グラ
ニュー糖、三温糖、
油

牛乳、おや
つビビンバ

チーズパン、タンドリー
チキン、花野菜サラダ、
オニオンスープ、オレン
ジ

ロールパン、○小麦
粉、○強力粉、○砂
糖、三温糖、油

○牛乳、鶏もも肉（皮
付き）、ヨーグルト(無
糖)、ウインナー、
チーズ、○バター、
かつお節

オレンジ、ブロッコリー、
カリフラワー、たまねぎ、
にんじん、○いちごジャ
ム、にんにく、こんぶ（だ
し用）、パセリ

酢、しょうゆ、食塩、
ケチャップ、カレー粉

ごはん、ミートローフ、カ
ラフルサラダ、きのこの
スープ、バナナ

米、じゃがいも、○焼
ふ、○三温糖、油、
三温糖、パン粉、オ
リーブ油

牛乳、いち
ごパンケー
キ

ごはん、白身魚のフラ
イ、コーンサラダ、すまし
汁（大根・麩）、グレープ
フルーツ

米、○米、油、パン
粉、小麦粉、三温
糖、焼ふ、○砂糖、
○ごま油

○牛乳、かれい、○
鶏ひき肉、牛乳、か
つお節

グレープフルーツ、キャ
ベツ、○もやし、だいこ
ん、にんじん、○こまつ
な、コーン缶、こんぶ（だ
し用）

ケチャップ、酢、○
酒、○しょうゆ、しょう
ゆ、中濃ソース、食
塩、○食塩

○牛乳、ツナ油漬
缶、木綿豆腐、○バ
ター、かつお節

オレンジ、にんじん、
ピーマン、ねぎ、コーン
缶、万能ねぎ、こんぶ
（だし用）

酢、しょうゆ、食塩 牛乳、ドー
ナッツ

○牛乳、ハム、○米
みそ（淡色辛みそ）、
かつお節、粉チーズ

バナナ、たまねぎ、キャ
ベツ、きゅうり、ピーマ
ン、マッシュルーム缶、
コーン缶、こんぶ（だし
用）

ケチャップ、酢、○み
りん、しょうゆ、食塩

牛乳、みそ
焼きおにぎ
り

ナポリタン、コールス
ロー、ポテトスープ、バ
ナナ

スパゲティー、○米、
じゃがいも、油、○砂
糖、オリーブ油、三
温糖

牛乳、シュ
ガーパイ

ごはん、鮭の照り焼き、
根菜のきんぴら、みそ汁
（キャベツ・しめじ）、バ
ナナ

米、つきこんにゃく、
油、○グラニュー糖、
三温糖

○牛乳、さけ、米み
そ（淡色辛みそ）、い
わし(煮干し)

バナナ、れんこん、にん
じん、キャベツ、しめじ、
こんぶ（だし用）

しょうゆ、酒、みりん

ツナチャーハン、じゃが
いものサラダ、豆腐の
スープ、オレンジ

米、じゃがいも、○小
麦粉、○砂糖、○
油、油、ごま油、三温
糖、○粉糖


