
令和3年11月      完了期 予　定　献　立　表
あか きいろ みどり

おやつ
体をつくる

血や肉になる
力や体温のもとになる 体の調子を整える

1 月

ごはん
さばの塩焼き　かぼちゃ添え
キャベツと人参のゆかり和え
具だくさんみそ汁　もも寒天　牛乳

バナナの蒸しパン　麦茶 さば　ちくわ　あつあげ
むぎみそ
ぎゅうにゅう　とうにゅう

こめ　さとう　こむぎこ かぼちゃ　キャベツ
にんじん　しめじ　うめ
だいこん　ごぼう
ねぶかねぎ　かんてん
ももかん　バナナ　レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：355kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.4g
脂質：10.2g

ｶﾙｼｳﾑ：139mg
食塩相当量：1g

2 火

豚汁うどん　さつま芋の磯部焼き
ごぼうとひじきのマヨネーズサラダ
ヨーグルト　牛乳

チキンおこわ　麦茶 ぶたかたロース
あぶらあげ　むぎみそ
まぐろ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　とりもも

うどん　さつまいも
こめこ　ちょうごうゆ
マヨドレ　さとう　こめ
もちごめ

だいこん　にんじん　しめじ
こまつな　あおのり　ごぼう
ひじき　たまねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：398kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.3g
脂質：10.9g

ｶﾙｼｳﾑ：202mg
食塩相当量：1.3g

4 木

ごはん　ツナポテトコロッケ
かぶとキャベツのサラダ
白菜の豆乳スープ
ヨーグルト　牛乳

焼き芋　麦茶 まぐろ　ベーコン
とうにゅう　ぎゅうにゅう

こめ　じゃがいも
こむぎこ　パンこ
ちょうごうゆ　さとう
ヨーグルト　さつまいも

たまねぎ　かぶ
キャベツ　コーン
にんじん
はくさい

ｴﾈﾙｷﾞ-：381kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.2g
脂質：8.3g

ｶﾙｼｳﾑ：181mg
食塩相当量：1g

5 金

ごはん　回鍋肉
秋野菜の揚げ浸し
きのこのスープ　バナナ　牛乳

きな粉マカロニ　プルーン
麦茶

ぶたかたロース
むぎみそ　みそ　だいず
あぶらあげ　ぎゅうにゅう
きなこ

こめ　ちょうごうゆ
さとう　かたくりこ
マカロニ

キャベツ　ピーマン
にんじん　なす　れんこん
かぼちゃ　うめぼし　しめじ
たまねぎ　きざみこんぶ
バナナ　プルーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：402kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.9g
脂質：13.3g

ｶﾙｼｳﾑ：127mg
食塩相当量：1.3g

6 土

麻婆丼
ブロッコリーの塩昆布サラダ
かぶのスープ　ヨーグルト　牛乳

ブルーベリー蒸しパン
麦茶

とうふ　ぶたひきにく
みそ　むぎみそ　ちくわ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
とうにゅう

こめ　ちょうごうゆ
さとう　かたくりこ
ブルーベリージャム
こめこ

しいたけ　たまねぎ
ねぶかねぎ　しょうが
ブロッコリー　コーン
にんじん　しおこんぶ
かぶ

ｴﾈﾙｷﾞ-：375kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.5g
脂質：8.9g

ｶﾙｼｳﾑ：200mg
食塩相当量：1.4g

8 月

ごはん　鮭のピザ焼き
にんじんドレッシングdeサラダ
じゃが芋と玉葱のみそ汁
オレンジゼリー　牛乳

シュガードーナツ　麦茶 さけ
あぶらあげ　むぎみそ
ぎゅうにゅう　とうふ

こめ　マヨドレ　マカロニ
ちょうごうゆ　さとう
じゃがいも　こむぎこ
グラニューとう

たまねぎ　ピーマン
こまつな　キャベツ　コーン
しめじ　にんじん
オレンジジュース
かんてん　レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：545kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：22.7g
脂質：15.4g

ｶﾙｼｳﾑ：230mg
食塩相当量：1.3g

9 火

❤ベーコンときのこのクリームパスタ

かぼちゃとおからのサラダ
野菜スープ　ヨーグルト　牛乳

たこ焼き風ポテト　麦茶 ベーコン　ぎゅうにゅう
クリーム　おから　ちくわ
ヨーグルト　かつおぶし

マカロニ　バター　こめこ
ちょうごうゆ　さとう
じゃがいも　マヨドレ

たまねぎ　こまつな　しめじ
かぼちゃ　レーズン
にんじん　コーン　あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：392kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.3g
脂質：14.3g

ｶﾙｼｳﾑ：222mg
食塩相当量：1.8g

10 水

テーブルロール　いちごジャム添え
ボルシチ風スープ
ロシア風ポテトサラダ　バナナ　牛乳

きつねご飯　麦茶 ぶたかたロース　だいず
たまご　ぎゅうにゅう
あぶらあげ

ロールパン　いちごジャム
じゃがいも　マヨドレ
さとう　こめ

キャベツ　にんじん　かぶ
トマトジュース　たまねぎ
きゅうり　グリンピース
バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：374kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.6g
脂質：11.3g

ｶﾙｼｳﾑ：121mg
食塩相当量：1.1g

11 木

ごはん　タンドリーチキン
じゃがバター
なすとトマトのスープ
りんご　牛乳

フルーツポンチ　麦茶 とりもも　とうにゅう
だいず　あつあげ
ぎゅうにゅう

こめ　さとう
ちょうごうゆ
じゃがいも　バター

レモン　にんじん　たまねぎ
なす　しめじ　トマト缶
かんてん　りんご
パインアップルかん
バナナ　りんごジュース

ｴﾈﾙｷﾞ-：379kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.8g
脂質：12.6g

ｶﾙｼｳﾑ：121mg
食塩相当量：0.9g

12 金

❤ポークチャーハン

酢豚
きのこのナムル
中華スープ
オレンジ　牛乳

❤ピザトースト　麦茶 ぶたかたロース
かまぼこ　なると
ぎゅうにゅう　まぐろ
チーズ

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ　さとう
しょくぱん

ねぶかねぎ　グリンピース
たまねぎ　にんじん
ピーマン　たけのこ
トマトピューレー　トマト缶
しめじ　えのきたけ
エリンギ　チンゲンサイ
オレンジ

ｴﾈﾙｷﾞ-：365kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.1g
脂質：10.9g

ｶﾙｼｳﾑ：140mg
食塩相当量：1.7g

13 土

ジャージャーうどん
大根のツナサラダ
キャベツと厚揚げのスープ
ヨーグルト　牛乳

いちご蒸しパン　麦茶 ぶたひきにく　むぎみそ
まぐろ　あつあげ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
とうにゅう

うどん　さとう
ちょうごうゆ　かたくりこ
いちごジャム　こめこ

たまねぎ　にんじん
しいたけ　しょうが
こまつな　だいこん　コーン
キャベツ　もやし　しめじ

ｴﾈﾙｷﾞ-：386kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.6g
脂質：13.9g

ｶﾙｼｳﾑ：218mg
食塩相当量：1.3g

15 月

♪七五三お祝いメニュー♪
赤飯
ぶりの照り焼き　ゆず風味
りんごと大根の紅白なます　祝汁
りんご　牛乳

フルーツケーキ　麦茶 あずき　ぶり　かまぼこ
ぎゅうにゅう　いりだいず
とうにゅう　クリーム

こめ　もちごめ　ごま
さとう　しらたまこ
かたくりこ　ちょうごうゆ

ゆず　かぼちゃ　だいこん
かぶ　りんご
ももかん　みかんかん
パインアップルかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：416kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.6g
脂質：14g

ｶﾙｼｳﾑ：142mg
食塩相当量：1.2g

16 火

ごはん
揚げなすと豆腐のそぼろあん
さつまいものオレンジ煮
大豆と野菜のみそ汁
パインアップルとりんごゼリー
牛乳

ソース焼きそば　麦茶 とうふ　ぶたひきにく
だいず　あぶらあげ
むぎみそ　ぎゅうにゅう
ぶたもも　かつおぶし

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ　さとう
さつまいも　ちゅうかめん

ピーマン　なす　はねぎ
しょうが　にんじん
オレンジジュース　たまねぎ
こまつな
パインアップルかん
かんてん　りんごジュース
キャベツ　もやし　あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：437kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.8g
脂質：12.8g

ｶﾙｼｳﾑ：172mg
食塩相当量：0.9g

17 水

♪お楽しみ給食　フランス♪
チーズパン　ポワレ
ポテトフライ
野菜のペイザンヌとベーコンのスープ
バナナ　牛乳

タルトタタン　麦茶 たい　ベーコン
ぎゅうにゅう

チーズぱん　こめこ
オリーブゆ　さとう
じゃがいも　ちょうごうゆ
バター　パイかわ

トマト缶　ほうれんそう
にんじん　たまねぎ
キャベツ
みっくすべじたぶる
こまつな　バナナ　レモン
りんご

ｴﾈﾙｷﾞ-：357kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14g
脂質：14.9g

ｶﾙｼｳﾑ：100mg
食塩相当量：1.4g

18 木

しらすご飯
ツナとブロッコリーのキッシュ
キャベツとパイナップルのサラダ
きのこのチャウダー　ヨーグルト
牛乳

納豆チーズトースト　麦茶 しらす　たまご　クリーム
ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう　チーズ
まぐろ　ヨーグルト
なっとう

こめ　ごま　しょくぱん
ちょうごうゆ　さとう
バター　こむぎこ
マヨドレ

はねぎ　ブロッコリー
たまねぎ　キャベツ
きゅうり
パインアップルかん
レーズン　しめじ　まいたけ
にんじん　こまつな
あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：400kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.4g
脂質：13.5g

ｶﾙｼｳﾑ：313mg
食塩相当量：1.2g

19 金

ごはん
豚レバーの甘酢あん　キャベツナムル添え

南瓜のチーズ焼き　けんちん汁
オレンジ　牛乳

人参とレーズンのケーキ
麦茶

ぶたればー　チーズ
あぶらあげ　とうふ
むぎみそ　ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ　さとう
パンこ　こむぎこ

キャベツ　かぼちゃ
だいこん　れんこん
にんじん　ねぶかねぎ
オレンジ　レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：449kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.2g
脂質：13.5g

ｶﾙｼｳﾑ：221mg
食塩相当量：1.1g

20 土

肉野菜丼
青菜とじゃこのサラダ
さつま汁　ヨーグルト　牛乳

りんご蒸しパン　麦茶 ぶたかたロース
ちりめんじゃこ　とうふ
むぎみそ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　とうにゅう

こめ　ちょうごうゆ
さとう　さつまいも
りんごジャム　こめこ

キャベツ　にんじん　もやし
こまつな　ほうれんそう
はねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：396kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.7g
脂質：11.1g

ｶﾙｼｳﾑ：204mg
食塩相当量：1.1g

22 月

ごはん　さつま揚げ
小松菜の胡麻和え
刻み昆布のみそ汁
苺カルピスゼリー　牛乳

ココアバナナケーキ　麦茶 すり身
とうふ　だいず　むぎみそ
ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう

こめ　ちょうごうゆ
さとう　ごま
にゅうさんきんいんりょう
いちごジャム　こめこ

たまねぎ　にんじん　コーン
こまつな　チンゲンサイ
きざみこんぶ　かんてん
バナナ　レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：403kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.8g
脂質：9.5g

ｶﾙｼｳﾑ：226mg
食塩相当量：1.3g

24 水

フィッシュバーガー
白菜サラダ　フレンチ風
かぼちゃのコンソメスープ
バナナ　牛乳

カレーチャーハン　麦茶 すけとうだら　あつあげ
ぎゅうにゅう　まぐろ
だいず

ロールパン　こむぎこ
パンこ　ちょうごうゆ
マヨドレ　オリーブゆ
さとう　こめ

たまねぎ　きゅうり
はくさい　にんじん
レーズン　かぼちゃ　バナナ
ピーマン　なす　コーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：432kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.3g
脂質：13.7g

ｶﾙｼｳﾑ：150mg
食塩相当量：1.7g

25 木

美園おひさまカレー
コールスローサラダ
大根とキャベツのみそ汁
ヨーグルト　牛乳　麦茶

ツナサンド　麦茶 ぶたかたロース
ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう
むぎみそ　ヨーグルト
まぐろ

こめ　じゃがいも　バター
こめこ　マヨドレ　さとう
しょくぱん

たまねぎ　にんじん
キャベツ　コーン
きゅうり　だいこん
こまつな

ｴﾈﾙｷﾞ-：413kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：20.2g
脂質：11.2g

ｶﾙｼｳﾑ：257mg
食塩相当量：1.8g

26 金

ごはん　鶏肉のやわらか照りつけ
ブロッコリーとゆで卵のサラダ
白菜とわかめのみそ汁　りんご　牛乳

アップルスイートポテト
麦茶

とりもも　たまご
あぶらあげ　むぎみそ
ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ　さとう
マヨドレ　さつまいも
バター

にんじん　ブロッコリー
れんこん　はくさい
わかめ　りんご

ｴﾈﾙｷﾞ-：372kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.8g
脂質：13.3g

ｶﾙｼｳﾑ：134mg
食塩相当量：1.2g

27 土

焼き鶏丼
かぼちゃの甘煮
大根のすまし汁
ヨーグルト　牛乳

マーマレード蒸しパン
麦茶

とりもも　かまぼこ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
とうにゅう

こめ　さとう　こめこ
マーマレード

しょうが　ねぶかねぎ
ピーマン　ほしのり
かぼちゃ　グリンピース
だいこん　こまつな

ｴﾈﾙｷﾞ-：358kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.5g
脂質：8.5g

ｶﾙｼｳﾑ：165mg
食塩相当量：1g

29 月

ごはん　鰆の西京漬け
2種類のお芋とリンゴのサラダ
小松菜と豆腐のみそ汁
ぶどうゼリー　牛乳

豆乳お好み焼き　麦茶 さわら　みそ　とうふ
むぎみそ
ぎゅうにゅう　とうにゅう
ぶたひきにく　かつおぶし

こめ　さとう
ちょうごうゆ
じゃがいも　さつまいも
マヨドレ　こむぎこ

にんじん　りんご　きゅうり
こまつな　ねぶかねぎ
ぶどうジュース　かんてん
キャベツ　はねぎ　あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：367kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.3g
脂質：10.2g

ｶﾙｼｳﾑ：129mg
食塩相当量：1.1g

30 火

タンメン　蒸し芋
小松菜ともやしのじゃこサラダ
ヨーグルト　牛乳

ツナキャベツ餃子　麦茶 ぶたひきにく　なると
しらす　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　まぐろ

ちゅうかめん
ちょうごうゆ　さつまいも
さとう　ぎょうざのかわ

ねぶかねぎ　もやし
にんじん　キャベツ
こまつな　ひじき

ｴﾈﾙｷﾞ-：371kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.6g
脂質：9.4g

ｶﾙｼｳﾑ：220mg
食塩相当量：1.2g

社会福祉法人おひさま会　美園おひさま保育園

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当　中村　夏江

日 曜
献立名

栄養価

＊基本的に献立に沿って食材を提供いたします。まだ食べたことのない食材は御家庭で様子を見て下さい。

＊♥が付いているメニューはオリーブ組のリクエスト給食です。

＊令和3年度の♪お楽しみ給食♪は「世界の料理」をテーマに提供いたします。＊9時頃に朝のおやつと牛乳を提供いたします。（０・１・２歳児クラス）

＊基本的に献立に沿って食材を提供いたします。まだ食べたことのない食材は御家庭で様子を見て下さい。＊♥が付いているメニューはオリーブ組のリクエスト給食です。


