
社会福祉法人おひさま会　美園おひさま保育園

令和3年４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 木

ごはん
豚肉と玉ねぎのケチャップあん
りんごドレッシングのサラダ
春キャベツと卵のスープ
オレンジ　牛乳

じゃがちゃん　きなこ味
麦茶

ぶたかたロース　だいず
ちくわ　たまご
ぎゅうにゅう　とうにゅう
きなこ

こめ　こめこ　ちょうごうゆ
さとう　かたくりこ
りんごジャム　じゃがいも

たまねぎ　にんじん
ブロッコリー　しめじ　コーン
キャベツ　オレンジ ｴﾈﾙｷﾞ-：392kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：16.7g
脂質：13.5g

ｶﾙｼｳﾑ：111mg
食塩相当量：0.8g

2 金

カレーうどん
さつま芋の天ぷら　白菜のごま和え
ぶどうゼリー　牛乳

いちごとプレーンのクッキー
麦茶

とりもも　ぎゅうにゅう うどん　ちょうごうゆ　きび
かたくりこ　さつまいも
こめこ　さとう　ごま
こむぎこ　バター
いちごジャム

干ししいたけ　にんじん
たまねぎ　こまつな　はくさい
しめじ　ぶどうジュース
かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：431kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.6g
脂質：13g

ｶﾙｼｳﾑ：135mg
食塩相当量：1.2g

3 土

焼肉風どんぶり　ほうれん草の白和え
かぼちゃのみそ汁
ヨーグルト　牛乳

ブルーベリージャムサンド
麦茶

ぶたもも　とうふ　むぎみそ
あぶらあげ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

こめ　さとう　ごま
ごまあぶら　しょくぱん
ブルーベリージャム

たまねぎ　キャベツ　にら
りんごジュース　ねぶかねぎ
やきのり　にんじん
ほうれんそう　かぼちゃ
えのきたけ

ｴﾈﾙｷﾞ-：396kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17g
脂質：11.2g

ｶﾙｼｳﾑ：183mg
食塩相当量：0.6g

5 月

ごはん
たらの変わり揚げ　小松菜添え

切干大根の煮物　わかめのみそ汁
オレンジゼリー　牛乳

ウインナーとチーズのケーキ
麦茶

すけとうだら
かつおぶし　ちくわ　むぎみそ
ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう　チーズ
ソーセージ

こめ　さとう　かたくりこ
ちょうごうゆ　こめこ

こまつな　きりぼしだいこん
にんじん　わかめ　えのきたけ
もやし　オレンジジュース
かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：375kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.5g
脂質：9.7g

ｶﾙｼｳﾑ：188mg
食塩相当量：1g

6 火

納豆そぼろ丼　にんじんサラダ
大根のみそ汁
ヨーグルト　牛乳

お花サンド　麦茶 ぶたひきにく　なっとう
かまぼこ　あぶらあげ
むぎみそ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

こめ　ちょうごうゆ
ごまあぶら　こめこ　さとう
しょくぱん　いちごジャム
ブルーベリージャム

キャベツ　こまつな　たまねぎ
にんじん　コーン　きゅうり
だいこん

ｴﾈﾙｷﾞ-：441kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.7g
脂質：11.7g

ｶﾙｼｳﾑ：202mg
食塩相当量：1.1g

7 水

にんじんパン
おから肉団子のケチャップソース
春野菜のマリネ
じゃがいものみそ汁　バナナ　牛乳

鮭と刻み昆布の混ぜご飯
麦茶

ぶたひきにく　おから
あぶらあげ　ぎゅうにゅう
さけ

にんじんぱん　米粉のパン粉
ちょうごうゆ　さとう
じゃがいも　こめ　ごま

たまねぎ　スナップえんどう
キャベツ　赤ピーマン
アスパラガス　レモン
ねぶかねぎ　バナナ
きざみこんぶ

ｴﾈﾙｷﾞ-：371kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.5g
脂質：12.7g

ｶﾙｼｳﾑ：115mg
食塩相当量：0.9g

8 木

ごはん　うずら卵と野菜の中華炒め
もやしのナムル
春雨スープ　オレンジ　牛乳

かぼちゃかん　麦茶 ぶたかた　かまぼこ
うずらたまご　あつあげ
ぎゅうにゅう　とうにゅう

こめ　さとう　かたくりこ
ちょうごうゆ　はるさめ

はくさい　にんじん　たけのこ
干ししいたけ　ねぶかねぎ
もやし　きゅうり　チンゲンサイ
オレンジ　かぼちゃ　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：302kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.7g
脂質：6.2g

ｶﾙｼｳﾑ：132mg
食塩相当量：0.7g

9 金

ごはん　肉豆腐
小松菜とひじきの梅和え
かぶと舞茸のコンソメスープ
バナナ　牛乳

ツナチーズお好み焼き
麦茶

とうふ　ぶたかた　ちくわ
ぎゅうにゅう　おから
まぐろ　チーズ　かつおぶし

こめ　さとう　ごまあぶら
こめこ　ながいも　マヨドレ

たまねぎ　えのきたけ
ねぶかねぎ　にんじん
こまつな　ひじき　うめぼし
かぶ　まいたけ　バナナ
キャベツ　はねぎ　あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：360kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.7g
脂質：9.6g

ｶﾙｼｳﾑ：181mg
食塩相当量：0.9g

10 土
焼きうどん　小松菜の和え物
豆腐の味噌汁
ヨーグルト　牛乳

イチゴジャムサンド　麦茶 ぶたロース　かつおぶし
とうふ　あぶらあげ　むぎみそ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

うどん　ちょうごうゆ　ごま
ごまあぶら　さとう
しょくぱん　いちごジャム

たまねぎ　にんじん　キャベツ
あおのり　こまつな　しめじ
みつば

ｴﾈﾙｷﾞ-：366kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.6g
脂質：11.7g

ｶﾙｼｳﾑ：198mg
食塩相当量：1.1g

12 月

ごはん
鮭フライタルタルソースがけ
じゃがいもきんぴら
しいたけのみそ汁
苺カルピスゼリー　牛乳

カルシウムトースト　麦茶 さけ　とうふ
むぎみそ　ぎゅうにゅう
しらす　チーズ

こめ　こむぎこ　パンこ
ちょうごうゆ　マヨドレ
じゃがいも　さとう　ごま
にゅうさんきんいんりょう
いちごジャム　しょくぱん
バター

たまねぎ　きゅうり　ごぼう
にんじん　しいたけ　わかめ
かんてん　あおのり ｴﾈﾙｷﾞ-：379kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：17.2g
脂質：10.1g

ｶﾙｼｳﾑ：147mg
食塩相当量：0.9g

13 火

♪お楽しみ給食　台湾料理♪
ルーローハン（豚丼）

リャンバンピンイン（白菜の和え物）

ローボゥタン（大根のスープ）

トウファ（豆乳ゼリー）いちごシロップかけ

牛乳

オンライソー
（パイナップルケーキ）

麦茶

ぶたもも　こうやどうふ
たまご　とうにゅう
クリーム　ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう

こめ　ちょうごうゆ　こめこ
さとう　ごまあぶら
いちごジャム　こむぎこ
バター　ふんとう　きび

しいたけ　たまねぎ
チンゲンサイ　はくさい
にんじん　だいこん　しょうが
はねぎ　かんてん
パインアップルかん　レモン

ｴﾈﾙｷﾞ-：458kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.8g
脂質：18.6g

ｶﾙｼｳﾑ：167mg
食塩相当量：0.8g

14 水

テーブルロール　クリームシチュー
春キャベツのサラダ
バナナ　牛乳

焼きおにぎり　麦茶 とりもも　ぎゅうにゅう
クリーム

ロールパン　じゃがいも
ちょうごうゆ　バター
こめこ　さとう　こめ
ごま　ごまあぶら

にんじん　たまねぎ
ブロッコリー　キャベツ
きゅうり　レーズン　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：399kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.9g
脂質：14.5g

ｶﾙｼｳﾑ：171mg
食塩相当量：0.9g

15 木

ごはん　ふりかけ
千草焼き
きゅうりともやしの和え物　豚汁
オレンジ　牛乳

アップルスイートポテト
麦茶

かつおぶし　たまご　とうふ
ぶたかたロース　むぎみそ
ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう

こめ　さとう　ごま
ちょうごうゆ　ごまあぶら
さつまいも　バター

きざみこんぶ　ひじき
さやいんげん　たまねぎ
にんじん　きゅうり　コーン
もやし　だいこん　ごぼう
ねぶかねぎ　オレンジ　りんご
レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：349kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.5g
脂質：10.7g

ｶﾙｼｳﾑ：149mg
食塩相当量：0.7g

16 金

アンパンマンライス
照り焼きチキン　ポテトサラダ
花ふのすまし汁
いちご　牛乳

かぼちゃの絞りだしクッキー
麦茶

ソーセージ　とりもも
まぐろ　ちらしかまぼこ
ぎゅうにゅう　とうにゅう

こめ　じゃがいも　マヨドレ
やきふ　こめこ　さとう
バター

コーン　やきのり　しょうが
きゅうり　にんじん
ブロッコリー　こまつな
いちご　かぼちゃ

ｴﾈﾙｷﾞ-：403kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.2g
脂質：13.7g

ｶﾙｼｳﾑ：91mg
食塩相当量：1.2g

17 土

とりそぼろ丼　白菜とツナのサラダ
チンゲン菜のスープ
ヨーグルト　牛乳

あんずジャムサンド　麦茶 とりひきにく　まぐろ
あつあげ　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　しょくぱん
あんずジャム

たまねぎ　しいたけ
グリンピース　はくさい
にんじん　チンゲンサイ
もやし

ｴﾈﾙｷﾞ-：360kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.7g
脂質：9.7g

ｶﾙｼｳﾑ：183mg
食塩相当量：0.5g

19 月

ごはん　たらのみそマヨ焼き
大豆とひじきの炒り煮
白菜のみそ汁
りんごゼリー　牛乳

バナナとプルーンの蒸しパン
麦茶

すけとうだら
むぎみそ　だいず　ちくわ
あぶらあげ　ぎゅうにゅう

こめ　マヨドレ　ちょうごうゆ
さとう　かたくりこ
じゃがいも　こむぎこ

にんじん　ひじき
さやいんげん　はくさい
たまねぎ　はねぎ
りんごジュース　かんてん
プルーン　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：359kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.1g
脂質：7.2g

ｶﾙｼｳﾑ：146mg
食塩相当量：1g

20 火

レバー入りキーマカレー
マカロニサラダ
オニオンスープ
ヨーグルト　牛乳

高野チップス青のり味　麦茶 ぶたひきにく　ぶたればー
あつあげ　ベーコン
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

こめ　バター　こめこ
マカロニ　マヨドレ　さとう
こうやどうふ　じょうしんこ
ちょうごうゆ

たまねぎ　にんじん
グリンピース　トマト缶
きゅうり　コーン　しめじ
あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：413kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.5g
脂質：13.6g

ｶﾙｼｳﾑ：188mg
食塩相当量：0.7g

21 水

テーブルロール　豚肉のごま揚げ
コールスローサラダ
かぼちゃの豆乳スープ
バナナ　牛乳

青菜とベーコンの混ぜご飯
麦茶

ぶたかたロース　だいず
とうにゅう　ぎゅうにゅう
ベーコン

テーブルロール　ごま
かたくりこ　ちょうごうゆ
さとう　こめ　オリーブゆ

たまねぎ　しょうが
キャベツ　にんじん　コーン
きゅうり　かぼちゃ　みずな
バナナ　こまつな　エリンギ

ｴﾈﾙｷﾞ-：420kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.4g
脂質：17.4g

ｶﾙｼｳﾑ：146mg
食塩相当量：0.9g

22 木

ごはん　麻婆豆腐
小松菜の卵サラダ
大根のすまし汁
みかん寒天　牛乳

焼きそば　麦茶 とうふ　ぶたひきにく
みそ　むぎみそ　たまご
かまぼこ　ぎゅうにゅう
ぶたもも

こめ　ちょうごうゆ　さとう
かたくりこ　ごまあぶら
ちゅうかめん

しいたけ　たまねぎ　ねぶかねぎ
しょうが　こまつな　にんじん
もやし　だいこん　わかめ
かんてん　みかんかん
キャベツ　はねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：334kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.3g
脂質：11.7g

ｶﾙｼｳﾑ：132mg
食塩相当量：1g

23 金

ごはん
豚肉とじゃがいもの細切り炒め
大根ときゅうりのサラダ
高野豆腐のみそ汁　バナナ　牛乳

おさつバター　麦茶 ぶたもも　あぶらあげ
こうやどうふ　むぎみそ
ぎゅうにゅう

こめ　じゃがいも　さとう
ちょうごうゆ　ごま
さつまいも　バター

にんじん　ピーマン　たけのこ
しめじ　だいこん　きゅうり
みずな　なめこ　たまねぎ
はねぎ　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：377kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.3g
脂質：10.9g

ｶﾙｼｳﾑ：138mg
食塩相当量：0.6g

24 土
スパゲティナポリタン
ツナサラダ　ポトフ
ヨーグルト　牛乳

りんごジャムサンド　麦茶 ソーセージ　パルメザンチーズ
まぐろ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

マカロニ　ちょうごうゆ
じゃがいも　しょくぱん
りんごジャム

たまねぎ　にんじん　ピーマン
だいこん　コーン　ブロッコリー

ｴﾈﾙｷﾞ-：384kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.3g
脂質：8.8g

ｶﾙｼｳﾑ：158mg
食塩相当量：1.1g

26 月

六穀ごはん
鮭とブロッコリーのごまマヨ炒め
さつま芋とりんごの白和え
小松菜のすまし汁
もも入り牛乳寒　牛乳

米粉のきなこドーナツ　麦茶 くろだいず　さけ　とうふ
むぎみそ　かまぼこ
ぎゅうにゅう　とうにゅう
きなこ

こめ　げんまい　おおむぎ
こめこ　ちょうごうゆ　ごま
マヨドレ　さとう　さつまいも
やきふ　じょうしんこ

ブロッコリー　たまねぎ
りんご　こまつな
ももかん　かんてん ｴﾈﾙｷﾞ-：424kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：18.6g
脂質：10.8g

ｶﾙｼｳﾑ：178mg
食塩相当量：0.9g

27 火

わかめラーメン
たけのこと厚揚げの炒め物
納豆あえ　ヨーグルト　牛乳

春色おこわ　麦茶 ぶたひきにく　あつあげ
なっとう　かつおぶし
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

ちゅうかめん　ちょうごうゆ
ごま　さとう　かたくりこ
こめ　もちごめ

ねぶかねぎ　もやし　にんじん
わかめ　たけのこ　ピーマン
しいたけ　はくさい　こまつな
えだまめ　コーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：435kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.2g
脂質：11.2g

ｶﾙｼｳﾑ：224mg
食塩相当量：1.1g

28 水

ごまパン
コーンチキンナゲット
彩りサラダ　人参のポタージュ
いちご　牛乳

こいのぼりケーキ　麦茶 とりひきにく　ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう　クリーム

ごまぱん　かたくりこ　こめこ
ちょうごうゆ　マヨドレ
さとう　じゃがいも

コーン　たまねぎ　キャベツ
にんじん　黄ピーマン
ほうれんそう　いちご
レーズン　みかんかん　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：458kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.1g
脂質：18.4g

ｶﾙｼｳﾑ：229mg
食塩相当量：0.9g

30 金

ごはん　筑前煮
ブロッコリーのごまじゃこ和え
大豆とほうれん草のスープ
バナナ　牛乳

チーズハッシュドポテト
麦茶

とりもも　ちりめんじゃこ
だいず　ぎゅうにゅう
チーズ

こめ　ちょうごうゆ　さとう
ごまあぶら　ごま
じゃがいも　かたくりこ

にんじん　だいこん　ごぼう
しいたけ　グリンピース
ブロッコリー　ほうれんそう
はくさい　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：347kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.9g
脂質：8.3g

ｶﾙｼｳﾑ：151mg
食塩相当量：1.1g

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。


