
社会福祉法人おひさま会　美園おひさま保育園

令和2年８月        3歳以上児 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
スパゲティナポリタン
ツナとひじきのサラダ
かぼちゃのスープ　ヨーグルト　牛乳

ブルーベリージャムサンド
麦茶

ソーセージ　パルメザンチーズ
まぐろ　とうふ　かまぼこ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

マカロニ　ちょうごうゆ
さとう　しょくぱん
ブルーベリージャム

にんじん　ピーマン　しめじ
ひじき　だいこん　コーン
かぼちゃ

ｴﾈﾙｷﾞ-：527kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：21.8g
脂質：15.1g

ｶﾙｼｳﾑ：275mg
食塩相当量：2.6g

3 月

六穀ごはん　マグロの甘酢あんかけ
とうがんと厚揚げの中華煮
チンゲン菜のスープ
パイン寒天　牛乳

カラメルりんごの
　　　　　　きなこケーキ
麦茶

くろだいず　かじき　あつあげ
ぎゅうにゅう　きなこ
とうにゅう

こめ　げんまい
おおむぎ　かたくりこ
ちょうごうゆ　さとう
こめこ

たまねぎ　にんじん　ピーマン
トマト缶　とうがん　えだまめ
しょうが　チンゲンサイ　しめじ
きざみこんぶ　かんてん
パインアップルかん　りんご　レモン

ｴﾈﾙｷﾞ-：579kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：21.9g
脂質：18.5g

ｶﾙｼｳﾑ：205mg
食塩相当量：1.2g

4 火

チキンカレー　ゆでとうもろこし
キャベツのスープ
ヨーグルト　牛乳

レモンクッキー
麦茶

とりもも　むしだいず　ちくわ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

こめ　じゃがいも
ちょうごうゆ　かたくりこ
オリーブゆ　こめこ
さとう

たまねぎ　にんじん　トマト缶
コーン　キャベツ　まいたけ
レモン

ｴﾈﾙｷﾞ-：589kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：21.8g
脂質：16.7g

ｶﾙｼｳﾑ：248mg
食塩相当量：2.2g

5 水

テーブルロール
レバーのから揚げ ケチャップソース
白菜の塩昆布和え
高野豆腐のみそ汁
バナナ　牛乳

じゃことおくらの
　　　　　納豆チャーハン
麦茶

ぶたればー　こうやどうふ
あぶらあげ　むぎみそ
ぎゅうにゅう　しらす　なっとう

ロールパン　かたくりこ
ちょうごうゆ　こめ
ごま　ごまあぶら

ブロッコリー　はくさい　にんじん
きゅうり　しおこんぶ　えのきたけ
はねぎ　バナナ　オクラ ｴﾈﾙｷﾞ-：527kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：24.4g
脂質：16.9g

ｶﾙｼｳﾑ：221mg
食塩相当量：1.8g

6 木

ごはん　厚焼き卵焼き
白和え　かぶのみそ汁
ぶどう　牛乳

じゃがちゃん　しそ味
麦茶

たまご　とりひきにく　とうふ
むぎみそ　ぎゅうにゅう
とうにゅう

こめ　さとう
ちょうごうゆ
じゃがいも　こめこ

しいたけ　たまねぎ　えだまめ
にんじん　ひじき　さやいんげん
かぶ　なす　ぶどう　ゆかり

ｴﾈﾙｷﾞ-：510kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：20.3g
脂質：17.2g

ｶﾙｼｳﾑ：206mg
食塩相当量：1g

7 金

ごはん　豆腐ステーキのごま味噌だれ
きんぴらごぼう　小松菜のすまし汁
オレンジ　牛乳

フルーツヨーグルト　麦茶 とうふ　むぎみそ　とりむね
ぎゅうにゅう　ヨーグルト

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ　ごま
さとう　ごまあぶら
グラニューとう
コーンフレーク

たまねぎ　ごぼう
にんじん　こまつな
オレンジ
パインアップルかん
ももかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：484kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.6g
脂質：14.3g

ｶﾙｼｳﾑ：283mg
食塩相当量：1g

8 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

あんずジャムサンド　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
しょくぱん　あんずジャム

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-：554kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：26g
脂質：15.3g

ｶﾙｼｳﾑ：298mg
食塩相当量：1.5g

11 火

六穀ごはん
さばの塩焼き　さつま芋のレモン煮添え

切干大根の煮物　冬瓜のみそ汁
ヨーグルト　牛乳

ソーミンチャンプルー
麦茶

くろだいず　さば　あぶらあげ
あつあげ　むぎみそ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　まぐろ

こめ　げんまい
おおむぎ　さつまいも
さとう　そうめん
ちょうごうゆ

レモン　きりぼしだいこん
にんじん　グリンピース
とうがん　こまつな　ピーマン
たまねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：546kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：24.7g
脂質：15.3g

ｶﾙｼｳﾑ：308mg
食塩相当量：1.7g

12 水
ごはん　高野豆腐とひき肉の煮物
豚肉と夏野菜の和風マリネ
おくらのスープ　バナナ　牛乳

ピーチトースト　麦茶 こうやどうふ　とりひきにく
ぶたもも　ちくわ
ぎゅうにゅう

こめ　かたくりこ　さとう
ちょうごうゆ　しょくぱん

にんじん　しいたけ　きくらげ
えだまめ　黄ピーマン　オクラ
かぶ　バナナ　ももかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：511kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：21.8g
脂質：13.8g

ｶﾙｼｳﾑ：203mg
食塩相当量：1.2g

13 木

ごはん　鶏とうずらの甘辛味噌炒め
蒸しリンゴとほうれん草の和え物
なすのみそ汁　オレンジ　牛乳

焼き芋　チーズ　麦茶 とりもも　うずらたまご
むぎみそ　あぶらあげ
ぎゅうにゅう　チーズ

こめ　ちょうごうゆ
さとう　さつまいも

にんじん　たまねぎ　しめじ　にら
りんご　ほうれんそう　キャベツ
なす　だいこん　みずな　オレンジ

ｴﾈﾙｷﾞ-：499kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.4g
脂質：14.8g

ｶﾙｼｳﾑ：237mg
食塩相当量：1g

14 金

ごはん　がんもどき
キャベツのサラダ
ほうれん草のすまし汁
ぶどう　牛乳

かぼちゃかん　麦茶 とうふ　まぐろ　かまぼこ
ぎゅうにゅう　とうにゅう

こめ　かたくりこ
さとう　ちょうごうゆ

ひじき　たまねぎ　しいたけ
えだまめ　キャベツ　にんじん
もやし　ほうれんそう　しめじ
ぶどう　かぼちゃ　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：455kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.5g
脂質：12.9g

ｶﾙｼｳﾑ：215mg
食塩相当量：1g

15 土

カレーうどん
チンゲン菜とエリンギの炒め物
大根のおかか和え
ヨーグルト　牛乳

イチゴジャムサンド　麦茶 とりもも　あつあげ　かまぼこ
かつおぶし　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

うどん　ちょうごうゆ
さとう　かたくりこ
ごまあぶら　ごま
しょくぱん　いちごジャム

干ししいたけ　にんじん
たまねぎ　ねぶかねぎ
チンゲンサイ　エリンギ
コーン　だいこん　きゅうり

ｴﾈﾙｷﾞ-：534kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：22.6g
脂質：15.9g

ｶﾙｼｳﾑ：316mg
食塩相当量：2.7g

17 月

六穀ごはん　いわしの蒲焼き
刻み昆布のサラダ　豚汁
ヨーグルト　牛乳

お麩のラスク　麦茶 くろだいず　いわし
ぶたかたロース　むぎみそ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

こめ　げんまい　おおむぎ
かたくりこ　ちょうごうゆ
さとう　ごま　やきふ
バター　グラニューとう

はねぎ　きざみこんぶ　コーン
もやし　きゅうり　だいこん
にんじん　ごぼう　ねぶかねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：499kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：21.1g
脂質：18g

ｶﾙｼｳﾑ：277mg
食塩相当量：1g

18 火

♪おたのしみ給食♪
オンノカウスエ
チェッターアールヒン
カヤンディトウッ
チャウチョウ　牛乳

モンローイェポー　麦茶 だいず　ぎゅうにゅう
とりむね　とりもも　とうふ
クリーム

ちゅうかめん　じゃがいも
ちょうごうゆ　さとう
ごま　かんてん
いちごジャム　しらたまこ

しょうが　レモン
たまねぎ
みつば　なす
かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：700kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：28.3g
脂質：27.4g

ｶﾙｼｳﾑ：296mg
食塩相当量：1.8g

19 水

レーズンパン　和風ミートローフ
冬瓜の和風サラダ
枝豆のポタージュ　バナナ　牛乳

ゆかりチャーハン　麦茶 ぶたひきにく　とうふ
むぎみそ　まぐろ
だっしふんにゅう
ぎゅうにゅう　しらす

ぶどうパン　米粉のパンこ
さとう　マヨドレ
じゃがいも　こめ
ちょうごうゆ

たまねぎ　にんじん　グリンピース
しょうが　とうがん　えだまめ
バナナ　ゆかり　コーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：542kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：23.8g
脂質：17.5g

ｶﾙｼｳﾑ：242mg
食塩相当量：1.3g

20 木

ごはん　豚肉ときのこの卵炒め
ほうれん草とパプリカのサラダ
しめじと大豆のすまし汁
ぶどう　牛乳

マカロニかりんとう　麦茶 たまご　ぶたかたロース
あぶらあげ　だいず　ちくわ
ぎゅうにゅう

こめ　ちょうごうゆ
かたくりこ　さとう
マカロニ

エリンギ　しめじ　たまねぎ
にんじん　ピーマン　ほうれんそう
えのきたけ　赤ピーマン　こまつな
ぶどう　あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：610kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：23.5g
脂質：24.7g

ｶﾙｼｳﾑ：195mg
食塩相当量：1.4g

21 金

お好み焼き　焼きトウモロコシ
じゃがバター
高野豆腐のみそ汁
ヨーグルト　牛乳

フランクフルト
リンゴジュース

ぶたもも　かつおぶし
こうやどうふ　むぎみそ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
ソーセージ

こめこ　ながいも
マヨドレ　ちょうごうゆ
じゃがいも　バター

キャベツ　はねぎ　あおのり
コーン　たまねぎ　きざみこんぶ
もやし　にんじん　りんごジュース ｴﾈﾙｷﾞ-：470kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：19.5g
脂質：22g

ｶﾙｼｳﾑ：256mg
食塩相当量：2.1g

22 土

肉野菜どんぶり　大豆とひじきの煮物
厚揚げと玉ねぎのスープ
ヨーグルト　牛乳

りんごジャムサンド　麦茶 ぶたもも　だいず　あつあげ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

こめ　ちょうごうゆ
さとう　かたくりこ
しょくぱん　りんごジャム

だいこん　にんじん　しめじ
ひじき　しいたけ　たまねぎ
かぼちゃ

ｴﾈﾙｷﾞ-：529kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：25.1g
脂質：13.3g

ｶﾙｼｳﾑ：286mg
食塩相当量：1.3g

24 月

六穀ごはん　鮭のソテ―サラダソース
キャベツとレーズンのサラダ
豆腐のみそ汁
ぶどうゼリー　牛乳

人参ケーキ　麦茶 くろだいず　さけ　とうふ
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　げんまい
おおむぎ　こめこ
ちょうごうゆ　さとう
こむぎこ

きゅうり　トマト　たまねぎ
赤ピーマン　黄ピーマン
キャベツ　にんじん　コーン
レーズン　だいこん　はねぎ
ぶどうジュース　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：555kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：21.9g
脂質：13.5g

ｶﾙｼｳﾑ：226mg
食塩相当量：0.8g

25 火

夏野菜カレー
ブロッコリーとツナのサラダ
かぶのスープ
ヨーグルト　牛乳

チーズコーンポテト　麦茶 ぶたひきにく　まぐろ　ちくわ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
チーズ

こめ　ちょうごうゆ
かたくりこ　さとう
じゃがいも　マヨドレ

にんじん　たまねぎ　ズッキーニ
なす　トマト　かぼちゃ
ブロッコリー　きゅうり　かぶ
コーン　パセリ

ｴﾈﾙｷﾞ-：577kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：24g
脂質：18.8g

ｶﾙｼｳﾑ：312mg
食塩相当量：2.5g

26 水

にんじんパン　納豆かきあげ
もやしときゅうりの和え物
じゃがいもの豆乳スープ
バナナ　牛乳

コーンピラフ　麦茶 なっとう　しらす　ちくわ
とうにゅう　ぎゅうにゅう

にんじんぱん　こめこ
ちょうごうゆ　さとう
じゃがいも　こめ

たまねぎ　ごぼう　さやいんげん
もやし　きゅうり　まいたけ
グリンピース　バナナ　コーン
にんじん　パセリ

ｴﾈﾙｷﾞ-：559kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：20.3g
脂質：17.2g

ｶﾙｼｳﾑ：209mg
食塩相当量：2.2g

27 木

親子丼　キャベツのサラダ
チンゲン菜のスープ
ヨーグルト　牛乳

みかんのヨーグルトゼリー
麦茶

とりもも　たまご　かまぼこ
だいず　ちくわ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

こめ　さとう　かたくりこ たまねぎ　にんじん　みつば
キャベツ　もやし　チンゲンサイ
わかめ　みかんジュース
みかんかん　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：529kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：25.2g
脂質：19.2g

ｶﾙｼｳﾑ：306mg
食塩相当量：1.3g

28 金

ごはん　鶏のおろし煮
夏野菜のグリル
厚揚げのみそ汁　ぶどう　牛乳

ホワイトポテト　麦茶 とりもも　あつあげ
むぎみそ　ぎゅうにゅう

こめ　さとう　かたくりこ
じゃがいも　ちょうごうゆ
オリーブゆ　さつまいも
ふんとう

だいこん　はねぎ　えだまめ
ズッキーニ　なす　まいたけ
はくさい　ぶどう

ｴﾈﾙｷﾞ-：554kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：20.8g
脂質：18.2g

ｶﾙｼｳﾑ：203mg
食塩相当量：0.8g

29 土
ジャージャーうどん
かぼちゃサラダ　わかめのみそ汁
ヨーグルト　牛乳

イチゴジャムサンド　麦茶 ぶたひきにく　むぎみそ
チーズ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

うどん　さとう
ちょうごうゆ　マヨドレ
しょくぱん　いちごジャム

たまねぎ　にんじん　しいたけ
しょうが　かぼちゃ　きゅうり
わかめ　しめじ　ねぶかねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：482kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：20.7g
脂質：13.7g

ｶﾙｼｳﾑ：259mg
食塩相当量：2g

31 月

六穀ごはん
たらのムニエル　かぼちゃ添え
小松菜の納豆和え
じゃが芋と玉葱のみそ汁
オレンジゼリー　牛乳

青のりせんべい
麦茶

くろだいず　すけとうだら
なっとう　かつおぶし
あぶらあげ　むぎみそ
ぎゅうにゅう　とうにゅう
しらす

こめ　げんまい　おおむぎ
こめこ　ちょうごうゆ
さとう　かたくりこ
じゃがいも　じょうしんこ
ごま

レモン　かぼちゃ　こまつな
にんじん　たまねぎ
オレンジジュース　かんてん
あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：506kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：22.6g
脂質：11.4g

ｶﾙｼｳﾑ：229mg
食塩相当量：1.1g

日 曜
献立名

栄養価

＊令和２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。

＊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。


