
社会福祉法人おひさま会　美園おひさま保育園

令和3年５月       完了期 予　定　献　立　表 担当　工藤　喜美

あか 黄 みどり

昼食 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 土

回鍋肉丼 もやしとのりのナムル
大根のスープ
ヨーグルト　牛乳

パン（ナチュール）　麦茶 ぶたかたロース　むぎみそ
みそ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

こめ　ちょうごうゆ
さとう　ナチュール

にんじん　キャベツ
ピーマン　もやし　コーン
やきのり　だいこん　しめじ
チンゲンサイ

ｴﾈﾙｷﾞ-：403kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.6g
脂質：10g

ｶﾙｼｳﾑ：152mg
食塩相当量：0.8g

6 木

ごはん
さわらの和風ムニエル　パプリカ添え

切り干し大根のだしサラダ
卵のみそ汁　りんごゼリー　牛乳

しらすとにらのチヂミ　麦茶 さわら　たまご
あぶらあげ　ちくわ
むぎみそ　ぎゅうにゅう
しらす　チーズ

こめ　こめこ　ちょうごうゆ
バター　さとう
じゃがいも　かたくりこ

赤ピーマン　黄ピーマン
にんじん　きりぼしだいこん
こまつな　えのきたけ
りんごジュース　かんてん
にら

ｴﾈﾙｷﾞ-：352kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.9g
脂質：9.3g

ｶﾙｼｳﾑ：146mg
食塩相当量：1.1g

7 金

美園おひさまカレー
ごぼうのマヨサラダ
大豆とほうれん草のスープ
ヨーグルト　牛乳

チーズクッキー　麦茶 ぶたかたロース
ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう　ちくわ
だいず　ヨーグルト　チーズ

こめ　じゃがいも　バター
こめこ　マヨドレ　こむぎこ
さとう

たまねぎ　にんじん　ごぼう
きゅうり　ほうれんそう ｴﾈﾙｷﾞ-：436kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：19g
脂質：12.2g

ｶﾙｼｳﾑ：248mg
食塩相当量：1.1g

8 土

ミートスパゲティ
水菜のフレンチサラダ
豆腐のスープ　ヨーグルト
牛乳

パン（ベリーローフ）
麦茶

ぶたひきにく　かまぼこ
とうふ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

マカロニ　ちょうごうゆ
さとう　ベリーローフ

たまねぎ　にんじん　トマト缶
みずな　きゅうり　わかめ
キャベツ

ｴﾈﾙｷﾞ-：382kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18g
脂質：12g

ｶﾙｼｳﾑ：159mg
食塩相当量：0.8g

10 月

ごはん　魚の照り焼き　小松菜添え

厚揚げと野菜の炒め物　なすのみそ汁
パインアップル入り牛乳寒　牛乳

フライドポテト　麦茶 さけ　かつおぶし　あつあげ
むぎみそ　ぎゅうにゅう

こめ　さとう　ちょうごうゆ
じゃがいも

こまつな　にんじん　ピーマン
しめじ　なす　わかめ
えのきたけ
パインアップルかん　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：312kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.7g
脂質：8.3g

ｶﾙｼｳﾑ：175mg
食塩相当量：0.7g

11 火

ごはん　鶏と野菜のみぞれ煮
キャベツのみそサラダ
さつまいものみそ汁
オレンジ　牛乳

お麩のラスク　麦茶 あつあげ　とりもも　ちくわ
むぎみそ　ぎゅうにゅう

こめ　さとう　かたくりこ
ちょうごうゆ　さつまいも
やきふ　バター
グラニューとう

にんじん　たまねぎ　だいこん
キャベツ　きゅうり　しめじ
ねぶかねぎ　はねぎ　ネーブル

ｴﾈﾙｷﾞ-：351kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14g
脂質：10.9g

ｶﾙｼｳﾑ：160mg
食塩相当量：0.9g

12 水

テーブルロール
バタポンポークソテー
かぼちゃサラダ
キャベツのスープ　バナナ　牛乳

五目チャーハン　麦茶 ぶたかたロース　とうふ
ぎゅうにゅう　まぐろ

ロールパン　こめこ
ちょうごうゆ　バター
マヨドレ　さとう　こめ

たまねぎ　はねぎ　かぼちゃ
にんじん　きゅうり　レーズン
キャベツ　れんこん　バナナ
赤ピーマン　しいたけ

ｴﾈﾙｷﾞ-：366kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.2g
脂質：13.1g

ｶﾙｼｳﾑ：97mg
食塩相当量：0.9g

13 木

月見きつねうどん
コーンのかき揚げ
小松菜とひじきのサラダ
ヨーグルト　牛乳

桃のケーキ　麦茶 ぶたもも　かまぼこ
うずらたまご　あぶらあげ
ちくわ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう
クリームチーズ

うどん　さとう
こめこ
かたくりこ
マヨドレ
ちょうごうゆ

干ししいたけ　たまねぎ
にんじん　コーン　みつば
こまつな　ひじき　えのきたけ
ももかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：447kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.7g
脂質：16.1g

ｶﾙｼｳﾑ：264mg
食塩相当量：1.3g

14 金

ごはん　豚肉とブロッコリーの甘辛炒め
コロコロサラダ
白菜スープ　オレンジ　牛乳

フルーツポンチ　麦茶 ぶたもも　かまぼこ
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　マヨドレ

ブロッコリー　にんじん
たまねぎ　きゅうり　コーン
はくさい　ねぶかねぎ　オレンジ
かんてん　ぶどうジュース
みかんかん　バナナ
りんごジュース

ｴﾈﾙｷﾞ-：324kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.8g
脂質：7.2g

ｶﾙｼｳﾑ：111mg
食塩相当量：0.7g

15 土

鶏の和風あんかけ丼　エリンギの炒め物
きのこのみそ汁
ヨーグルト　牛乳

パン（デュラムファイン）
　麦茶

とりもも　あぶらあげ
むぎみそ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

こめ　さとう　ちょうごうゆ
かたくりこ
デュラムファイン

にんじん　たまねぎ　ピーマン
ねぶかねぎ　エリンギ　しめじ
なす　グリンピース
えのきたけ

ｴﾈﾙｷﾞ-：386kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.9g
脂質：10g

ｶﾙｼｳﾑ：145mg
食塩相当量：1g

17 月

ごはん
いわしバーグ　人参添え

ブロッコリーのサラダ
かぼちゃのみそ汁
オレンジゼリー　牛乳

ふかしいも　プルーン　麦茶 いわし　とうふ　むぎみそ
ぎゅうにゅう

こめ　米粉のパン粉
かたくりこ
さとう　ちょうごうゆ
マヨドレ　さつまいも

ねぶかねぎ　ブロッコリー
にんじん　コーン　しおこんぶ
かぼちゃ　えのきたけ
はねぎ　オレンジジュース
かんてん　プルーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：343kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.6g
脂質：6.7g

ｶﾙｼｳﾑ：133mg
食塩相当量：0.5g

18 火

♪お楽しみ給食　ポルトガル料理♪
マカロニ入りギザード（煮込み）

パプリカ・ポテト（野菜の蒸し煮）

ソパデフェイジャオン
（豆のポタージュスープ）

バナナ　牛乳

ソーニョシュ（揚げドーナツ）

麦茶
とりもも　ベーコン
ぶたひきにく　だいず
ぎゅうにゅう

マカロニ　オリーブゆ
じゃがいも　ちょうごうゆ
こむぎこ　バター　さとう

しいたけ　しめじ　たまねぎ
赤ピーマン　黄ピーマン
ピーマン　トマト缶　バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：488kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：22.5g
脂質：21g

ｶﾙｼｳﾑ：160mg
食塩相当量：1g

19 水

レーズンパン
照りマヨチキン　ブロッコリー添え

れんこんのマリネ
たまねぎのスープ
ヨーグルト　牛乳

しらすと青菜のおにぎり
麦茶

とりもも　かつおぶし
ちくわ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　しらす
チーズ

ぶどうパン　マヨドレ
ちょうごうゆ　さとう
こめ

ブロッコリー　れんこん
たまねぎ　にんじん
さやいんげん　こまつな ｴﾈﾙｷﾞ-：375kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：19.2g
脂質：12g

ｶﾙｼｳﾑ：201mg
食塩相当量：1.5g

20 木

グリンピースごはん
彩りチーズオムレツ
豚肉とキャベツの炒め物
じゃが芋のみそ汁
オレンジ　牛乳

にんじんプリン　麦茶 たまご　まぐろ　チーズ
ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう
ぶたロース　むぎみそ
ゼラチン　クリーム

こめ　ちょうごうゆ
じゃがいも　さとう

グリンピース　赤ピーマン
たまねぎ　コーン　キャベツ
にんじん　しめじ　わかめ
オレンジ

ｴﾈﾙｷﾞ-：350kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.3g
脂質：10.7g

ｶﾙｼｳﾑ：228mg
食塩相当量：1.7g

21 金

ごはん　油淋鶏
春雨サラダ
わかめのスープ　バナナ　牛乳

りんご蒸しパン　麦茶 とりもも　ちくわ
あつあげ　ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう
とうにゅう

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ　さとう
はるさめ　こむぎこ

ねぶかねぎ　にんじん
きゅうり　わかめ　もやし
バナナ　りんご

ｴﾈﾙｷﾞ-：391kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.6g
脂質：11g

ｶﾙｼｳﾑ：105mg
食塩相当量：0.6g

22 土

ジャージャーうどん　ツナサラダ
青菜と厚揚げのスープ
ヨーグルト　牛乳

ナチュール　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

うどん　さとう
ちょうごうゆ　ナチュール

たまねぎ　にんじん　しいたけ
しょうが　だいこん　コーン
こまつな　もやし

ｴﾈﾙｷﾞ-：421kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.5g
脂質：11.5g

ｶﾙｼｳﾑ：203mg
食塩相当量：1.1g

24 月

ごはん
カジキマグロのバター醤油ソテー
キャベツの酢の物　豆腐の味噌汁
りんごカルピスゼリー　牛乳

シュガートースト　麦茶 かじき　とうふ　むぎみそ
ぎゅうにゅう

こめ　ちょうごうゆ
バター　さとう
にゅうさんきんいんりょう
りんごジャム　しょくぱん
マーガリン　グラニューとう

キャベツ　もやし　わかめ
まいたけ　にんじん
ねぶかねぎ　りんごジュース
かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：327kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.2g
脂質：7.6g

ｶﾙｼｳﾑ：99mg
食塩相当量：0.9g

25 火

コーンもやし味噌ラーメン
なすと鶏の炒め煮
ごぼうとひじきのサラダ
オレンジ　牛乳

高野豆腐チップス　麦茶 ぶたひきにく　みそ
むぎみそ　とりもも　まぐろ
ぎゅうにゅう　こうやどうふ

ちゅうかめん　ちょうごうゆ
さとう　かたくりこ　こめこ

コーン　もやし　ねぶかねぎ
こまつな　なす　たまねぎ
にんじん　グリンピース
ごぼう　ひじき　オレンジ

ｴﾈﾙｷﾞ-：357kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.8g
脂質：12.5g

ｶﾙｼｳﾑ：132mg
食塩相当量：0.9g

26 水

にんじんパン　豚と野菜のトマト煮
キャベツとレーズンのサラダ
アスパラのポタージュ
バナナ　牛乳

そら豆おにぎり　麦茶 ぶたかたロース　だいず
だっしふんにゅう
ぎゅうにゅう

にんじんぱん　さとう
かたくりこ　ちょうごうゆ
じゃがいも　こめ

にんじん　たまねぎ　キャベツ
トマト缶　トマトピューレー
コーン　レーズン
アスパラガス　バナナ
そらまめ　きざみこんぶ

ｴﾈﾙｷﾞ-：387kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.4g
脂質：13.2g

ｶﾙｼｳﾑ：168mg
食塩相当量：1g

27 木

ごはん　揚げ豆腐の肉みそあん
ひじきと卵の和え物
大根のみそ汁
フルーツゼリー　牛乳

じゃがいものトリュフ
麦茶

とうふ　ぶたひきにく
むぎみそ　ちくわ　たまご
ぎゅうにゅう
クリームチーズ　きなこ

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ　さとう
じゃがいも　グラニューとう

たまねぎ　しいたけ　はねぎ
ひじき　にんじん　きゅうり
だいこん　こまつな　まいたけ
かんてん　ももかん
パインアップルかん
みかんかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：383kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.2g
脂質：13.1g

ｶﾙｼｳﾑ：135mg
食塩相当量：0.7g

28 金

ハヤシライス　マカロニサラダ
キャベツと大豆のスープ
ヨーグルト　牛乳

人参とレーズンのケーキ
麦茶

ぶたかたロース　とうふ
だいず　ヨーグルト
ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう

こめ　じゃがいも
ちょうごうゆ　バター
こめこ　マカロニ　マヨドレ
こむぎこ　さとう

たまねぎ　にんじん　しめじ
グリンピース　トマト缶
きゅうり　コーン　キャベツ
レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：478kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.3g
脂質：13.4g

ｶﾙｼｳﾑ：215mg
食塩相当量：0.8g

29 土

すき焼き丼　ブロッコリーのおかか和え
じゃが芋のみそ汁
ヨーグルト　牛乳

ベリーローフ　麦茶 ぶたかたロース　とうふ
かまぼこ　かつおぶし
あつあげ　むぎみそ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

こめ　しらたき　やきふ
さとう　じゃがいも
ベリーローフ

にんじん　みずな
干ししいたけ　ブロッコリー
コーン　たまねぎ　わかめ ｴﾈﾙｷﾞ-：423kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：19g
脂質：11g

ｶﾙｼｳﾑ：192mg
食塩相当量：0.9g

31 月

ごはん
鮭の塩焼き　ブロッコリー添え

じゃが芋のカレー炒め
小松菜のみそ汁
ぶどうゼリー　牛乳

トマトソースのペンネ　麦茶 さけ　ソーセージ
なっとう　むぎみそ
ぎゅうにゅう　まぐろ
パルメザンチーズ

こめ　ちょうごうゆ
じゃがいも
さとう　やきふ　ペンネ

ブロッコリー　たまねぎ
ピーマン　こまつな　にんじん
ぶどうジュース　かんてん
トマト缶

ｴﾈﾙｷﾞ-：386kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.5g
脂質：10.6g

ｶﾙｼｳﾑ：115mg
食塩相当量：0.7g

日 曜
献立名

栄養価

＊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。


