
日光市

エネルギー

たんぱく質

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
　脂質／塩分
 (  )は未満児

1 353.7(452.0)

月 15.8(16.1)

15.0(12.6)

1.2(1.1)

2 430.3(495.3)

火 32.6(25.8)

23.9(18.0)

2.1(1.8)

3 362.9(455.9)

水 20.4(18.7)

19.0(16.3)

1.3(1.0)

4 387.2(338.0)

木 15.7(13.2)

14.9(12.4)

2.0(1.7)

5 388.1(471.1)

金 18.6(18.2)

17.0(14.0)

1.3(1.2)

6 419.3(496.0)

土 18.9(18.4)

18.3(15.1)

2.2(1.8)

8 401.7(482.5)

月 17.4(16.6)

19.1(15.7)

1.5(1.2)

9 407.7(477.7)

火 15.4(15.0)

16.4(13.5)

1.5(1.2)

10 298.4(399.7)

水 16.8(16.3)

13.5(11.8)

1.3(1.1)

11（木）

12 293.7(415.0)

金 18.3(15.8)

11.6(10.0)

1.2(1.1)

13 387.4(461.3)

土 20.2(18.5)

15.5(11.9)

2.1(1.7)

15 344.9(443.9)

月 21.0(20.2)

16.3(13.5)

1.2(1.1)

16 394.5(469.2)

火 16.3(15.8)

14.8(12.6)

1.1(0.9)

17 326.5(421.2)

水 15.6(15.3)

14.8(12.2)

1.1(0.9)

18 592.1(509.4)

木 32.1(26.3)

22.1(19.1)

1.1(1.0)

19 379.5(424.3)

金 18.1(16.4)

16.4(13.1)

1.2(1.0)

20 414.2(499.3)

土 18.1(18.0)

15.3(12.7)

1.3(1.1)

22 408.7(500.5)

月 21.9(21.5)

16.5(14.0)

2.4(2.0)

23 419.6(366.4)

火 20.1(17.0)

14.1(11.4)

1.8(1.5)

24 377.0(471.8)

水 17.9(17.3)

18.2(15.9)

1.2(1.0)

25 355.6(436.0)

木 20.1(18.8)

13.0(10.8)

1.4(1.2)

26 353.9(454.3)

金 18.0(17.9)

14.7(12.7)

1.1(1.0)

27 437.4(536.9)

土 19.8(19.6)

19.7(16.9)

2.7(2.3)

29 380.2(345.9)

月 17.6(15.0)

13.1(10.8)

1.2(1.0)

30 403.5(476.4)

火 20.1(18.8)

16.0(13.6)

1.8(1.4)

31 368.4(461.7)

水 23.9(22.1)

15.9(13.6)

1.2(1.0)

～～食材の調達や保育園の行事等の事情により、献立が変更になる場合があります。～～

〈給〉プリン
（卵乳不使
用）

牛乳、コーン
フレーク

2022年8月 献　立　予　定　表

※麺の日は、持参するごはんの量を加減してください。

行事食

牛乳
〈給〉お米de
国産いちごの
スティック
ケーキ
牛乳
ゆでとうもろ
こし

ヨーグルト
ビスケット

ヨーグルト
せんべい

ヨーグルト
せんべい

牛乳
豆乳もち

牛乳
プルーン

牛乳
〈給〉フレン
ズクレープ
（パイン）

牛乳
ミニパン

ヨーグルト
せんべい

飲むヨーグル
ト
せんべい

牛乳
キャロット
ケーキ

ヨーグルト
お菓子

ヨーグルト
せんべい

〈給〉アセロ
ラゼリー

牛乳
おにぎり（わ
かめ）

牛乳
〈給〉Ca&鉄
入りおこめリ
ング

せんべい

ビスケット

ビスケット

せんべい

ビスケット

せんべい

ビスケット

せんべい

せんべい

ビスケット

せんべい

ビスケット

せんべい

ビスケット

せんべい

せんべい

ビスケット

せんべい

10時
おやつ

（乳児）

せんべい

ビスケット

せんべい

ビスケット

せんべい

せんべい

せんべい

ビスケット

ごはん、チキンカツ、
小松菜の納豆あえ、くだもの

○〈給〉お米deレモンマフィン、
油、小麦粉、パン粉、米、◎しょ
うゆせんべい

○牛乳、鶏むね肉、納豆、しらす
干し

牛乳、○ヨーグルト(加糖)、豚肉
(肩)

ごはん、牛乳、ひき肉カレー、
ブロッコリーサラダ、くだもの

じゃがいも、○しょうゆせんべ
い、油、ごま、米、◎しょうゆせ
んべい

牛乳、○ヨーグルト(加糖)、鶏ひ
き肉

牛乳
〈給〉お米de
レモンマフィ
ン

ごはん、中華風卵焼き、
小松菜とわかめの煮浸し、くだもの

○米、油、砂糖、片栗粉、はるさ
め、ごま油、○ごま、米、◎ビス
ケット

○牛乳、卵、ツナ水煮缶、油揚
げ、○さけ、しらす干し

こまつな、バナナ、にんじん、た
まねぎ、しいたけ、グリンピース
（冷凍）、カットわかめ

しょうゆ、酒、みりん、中華だし
の素、和風だしの素

牛乳
おにぎり（鮭
ゴマ）

ごはん、牛乳、冷やし中華、
しゅうまい、くだもの

ゆで中華めん、○〈給〉プリン
（卵乳不使用）、米、◎しょうゆ
せんべい

牛乳、〈給〉ＳＬ国産ポークしゅ
うまい、卵、ハム

グレープフルーツ、トマト、きゅ
うり

冷やし中華のたれ

グレープフルーツ、こまつな、
キャベツ、にんじん

中濃ソース、しょうゆ、食塩、こ
しょう

日付 献立
（主食は乳児のみ）

材料名 (○は午後おやつ)
3時おやつ

ごはん、牛乳、スパニッシュオムレツ、
きんぴら、くだもの

じゃがいも、板こんにゃく、○ビ
スケット、油、ごま油、砂糖、ご
ま、米、◎しょうゆせんべい

牛乳、○ヨーグルト(加糖)、卵、
〈給〉すこやかプレーンさつま揚
げ、ハム、チーズ

バナナ、ごぼう、にんじん、たま
ねぎ、ピーマン

ケチャップ、しょうゆ、和風だし
の素、こしょう

マーボー豆腐の素（レトルトパウ
チ）、酢、しょうゆ

ヨーグルト
ビスケット

ごはん、ビーフシチュー、
ブロッコリーの白和え風、くだもの

じゃがいも、マヨドレ、油、ご
ま、米、○甘辛せんべい、◎ビス
ケット

○牛乳、牛肉(肩)、カッテージ
チーズ

グレープフルーツ、○えだまめ、
ブロッコリー、たまねぎ、にんじ
ん、コーン（冷凍）、エリンギ

ビーフルー、食塩 牛乳
えだまめ
（未満児せん
べい）

ごはん、カレーうどん、
トマト入り中華あえ、くだもの

ゆでうどん、○ホットケーキ粉、
はるさめ、片栗粉、○砂糖、○バ
ター、ごま油、ごま、砂糖、米、
◎ビスケット

牛乳
〈給〉お米de
国産かぼちゃ
マフィン

○牛乳、豚肉(肩)、ハム オレンジ、ほうれんそう、トマ
ト、たまねぎ、コーン（冷凍）、
しめじ、きゅうり、○にんじん、
にんじん

カレールウ、しょうゆ、みりん、
和風だしの素

ごはん、マーボー豆腐、ナムル、
くだもの

○〈給〉お米de国産かぼちゃマ
フィン、油、砂糖、ごま油、米、
◎ビスケット

○牛乳、木綿豆腐、豚ひき肉、鶏
ささ身、ゆで大豆

キウイフルーツ、もやし、にら、
ねぎ、たけのこ（ゆで）、きゅう
り、にんじん、しいたけ

たまねぎ、グレープフルーツ、に
んじん、エリンギ

シチューミックスクリーム、中濃
ソース、ケチャップ、食塩

ごはん、牛乳、白身魚のユーリンチーソー
ス、ちぐさあえ、くだもの

片栗粉、油、砂糖、はるさめ、ご
ま油、ごま、米、◎しょうゆせん
べい

牛乳、○ヨーグルト(加糖)、かれ
い

ぶどう、もやし、ほうれんそう、
きゅうり、ねぎ、にんじん、にん
にく、しょうが

酢、しょうゆ、酒、食塩

ごはん、フランクソテー、
じゃがいもの煮物、くだもの

じゃがいも、○米、油、砂糖、片
栗粉、米、◎しょうゆせんべい

ブロッコリー、バナナ、たまね
ぎ、にんじん、コーン（冷凍）

カレールウ、酢、しょうゆ

○牛乳、魚肉ソーセージ、ウイン
ナーソーセージ、ツナ油漬缶

オレンジ、キャベツ、もやし、た
まねぎ、にんじん、コーン（冷
凍）、ピーマン、○カットわかめ

しょうゆ、酒、食塩、こしょう

ごはん、牛乳、豆腐ハンバーグ、
マカロニのクリーム煮、くだもの

○〈給〉アセロラゼリー（Fiber
＆Fe入り）、じゃがいも、マカロ
ニ、片栗粉、油、米、◎しょうゆ
せんべい

牛乳、豚ひき肉、木綿豆腐、ベー
コン

ヨーグルト
するめ
（未満児せん
べい）

ごはん、モロのスタミナ揚げ、
わかめとじゃこのサラダ、くだもの

○〈給〉Ca＆鉄入りおこめリン
グ甘口しょうゆ味、油、片栗粉、
砂糖、ごま油、米、◎ビスケット

○牛乳、よしきりざめ、しらす干
し

バナナ、だいこん、きゅうり、に
んじん、カットわかめ

酢、めんつゆ・３倍濃縮、しょう
ゆ、おろしにんにく、カレー粉

山　の　日

ケチャップ、中濃ソース、しょう
ゆ、酢

ごはん、牛乳、カレー卵焼き、
コーンサラダ、くだもの

油、砂糖、米、◎ビスケット、○
しょうゆせんべい

牛乳、○ヨーグルト(加糖)、卵、
鶏ひき肉、○するめ

バナナ、キャベツ、コーン（冷
凍）、ミックスベジタブル（冷
凍）、たまねぎ、きゅうり、にん
じん

ケチャップ、酢、しょうゆ、カ
レー粉、食塩

ごはん、牛乳、さばのみそ煮、
ゆでブロッコリー、くだもの

○しょうゆせんべい、マヨドレ、
砂糖、りんごジャム、ごま、米、
◎しょうゆせんべい

ヨーグルト
せんべい

牛乳、○ヨーグルト(加糖)、さ
ば、米みそ（赤色辛みそ）

ブロッコリー、オレンジ、たまね
ぎ、しょうが

酒、めんつゆ・３倍濃縮、しょう
ゆ

ごはん、牛乳、煮込みハンバーグ、
ツナあえ、くだもの

○しょうゆせんべい、砂糖、米、
◎しょうゆせんべい

牛乳、○ヨーグルト(加糖)、
〈給〉FMハンバーグ、ツナ油漬
缶

バナナ、チンゲンサイ、にんじ
ん、カットわかめ

ごはん、肉じゃが、中華きゅうり、
くだもの

じゃがいも、○片栗粉、しらた
き、○砂糖、砂糖、油、ごま油、
米、◎ビスケット

○牛乳、○豆乳、豚肉(肩)、○き
な粉

バナナ、きゅうり、にんじん、た
まねぎ、いんげん

しょうゆ、酢、みりん、和風だし
の素、○食塩

○牛乳、鶏むね肉、シーフード
ミックス、ツナ油漬缶

すいか、ブロッコリー、たまね
ぎ、ホールトマト缶詰、トマト、
こまつな、コーン（冷凍）、レモ
ン果汁、トマトピューレ、にんに
く

ケチャップ、ウスターソース、
酢、洋風だしの素、しょうゆ、食
塩

ごはん、ホイコーロー、
ひじきの炒り煮、くだもの

しらたき、油、砂糖、片栗粉、
米、◎しょうゆせんべい

○牛乳、豚肉(肩)、ゆで大豆、凍
り豆腐、米みそ（赤色辛みそ）

キャベツ、バナナ、○プルーン
（乾）、にんじん、たけのこ（ゆ
で）、しめじ、いんげん、ひじ
き、しょうが、干ししいたけ

しょうゆ、酒、和風だしの素

○牛乳、卵、豚肉(肩)、凍り豆腐 バナナ、チンゲンサイ、たまね
ぎ、もやし、にんじん、ほうれん
そう、ごぼう

しょうゆ、酒、和風だしの素

シーフードスパゲティー、
鶏肉のレモンソースあえ、
ブロッコリーサラダ、くだもの

マカロニ・スパゲティ、○〈給〉
フレンズクレープ（沖縄県産パイ
ン）、油、砂糖、片栗粉、ごま、
◎ビスケット

ごはん、牛乳、マーボー豆腐、
さつまの甘煮、くだもの

さつまいも、○しょうゆせんべ
い、砂糖、油、米、◎しょうゆせ
んべい

牛乳、絹ごし豆腐、○ヨーグルト
(加糖)、豚ひき肉

バナナ、たまねぎ、にんじん、え
のきたけ

マーボー豆腐の素（レトルトパウ
チ）、食塩

ごはん、柳川風煮、
チンゲンサイの中華風おひたし、
くだもの

○あんパン（薄皮タイプ）、ごま
油、ごま、油、砂糖、米、◎しょ
うゆせんべい

ごはん、焼きそば、
なすのケチャップ炒め、くだもの

ゆで中華めん、○コーンフレー
ク、油、砂糖、米、◎しょうゆせ
んべい

○牛乳、豚肉(肩)、いか、ツナ油
漬缶

キウイフルーツ、たまねぎ、キャ
ベツ、なす、もやし、にんじん、
しめじ、いんげん、トマトピュー
レ、あおのり

中濃ソース、ケチャップ、洋風だ
しの素

ごはん、牛乳、なすカレー、
鶏ささみときゅうりのあえもの、
くだもの

じゃがいも、○しょうゆせんべ
い、油、砂糖、ごま油、米、◎ビ
スケット

○ジョア（マスカット）、牛乳、
豚ひき肉、鶏ささ身、ゆで大豆、
米みそ（赤色辛みそ）

グレープフルーツ、たまねぎ、
きゅうり、にんじん、なす

カレールウ、しょうゆ

ごはん、鶏肉のトマトソース煮、
マヨごまあえ、くだもの

マヨドレ、砂糖、油、片栗粉、ご
ま、米、◎しょうゆせんべい

○牛乳、鶏もも肉、〈給〉新すこ
やか焼き竹輪、米みそ（赤色辛み
そ）

○とうもろこし、バナナ、キャベ
ツ、きゅうり、トマトピューレ、
たまねぎ、ブロッコリー、にんじ
ん、しめじ、えのきたけ、いんげ
ん、パセリ

ケチャップ、酒、洋風だしの素、
食塩

ごはん、厚揚げのそぼろ煮、
春雨ソテー、くだもの

○〈給〉お米de国産いちごのス
ティックケーキ、はるさめ、砂
糖、片栗粉、ごま油、米、◎ビス
ケット

○牛乳、生揚げ、鶏ひき肉、豚肉
(肩)

オレンジ、たまねぎ、にんじん、
黄ピーマン、しめじ、えのきた
け、グリンピース（冷凍）

しょうゆ、酒、みりん、和風だし
の素、食塩

ごはん、牛乳、からあげ（カレー風味）、
みかんサラダ、くだもの

○ビスケット、油、片栗粉、砂
糖、米、◎ビスケット

牛乳、○ヨーグルト(加糖)、鶏も
も肉

バナナ、キャベツ、みかん缶、
きゅうり、にんじん、干しぶどう

しょうゆ、酢、カレー粉、酒、食
塩

ごはん、牛乳、ハヤシライス、
ブロッコリーサラダ、くだもの

○しょうゆせんべい、油、ごま、
米、◎ビスケット

ブロッコリー、たまねぎ、バナ
ナ、ホールトマト缶詰、にんじ
ん、しめじ、グリンピース（冷
凍）

ハヤシルウ、酢、しょうゆ


