
社会福祉法人おひさま会　美園おひさま保育園

令和3年２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 月

ごはん
かじきのバター照り焼き　ブロッコリー添え

田舎煮　大根のみそ汁
りんごゼリー　牛乳

高野豆腐チップスごま風味
麦茶

かじき　あつあげ
だいず　むぎみそ　ぎゅうにゅう
こうやどうふ

こめ　バター　さとう
さといも　こめこ
ごま　ちょうごうゆ

ブロッコリー　れんこん
にんじん　だいこん
しめじ　ほうれんそう
りんごジュース　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：330kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.9g
脂質：10.2g

ｶﾙｼｳﾑ：133mg
食塩相当量：0.7g

2 火

小鬼いなり　金棒バーグ
大豆のサラダ　ふのすまし汁
みかん　牛乳

鬼まんじゅう
麦茶

あぶらあげ　かつおぶし
ぶたひきにく　だいず
ちらしかまぼこ　ぎゅうにゅう

こめ　さとう　ごま　かたくりこ
米粉のパン粉　マヨドレ
やきふ　こめこ　さつまいも

にんじん　やきのり
たまねぎ　トマト缶
きゅうり　コーン
みつば　みかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：449kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.2g
脂質：13.2g

ｶﾙｼｳﾑ：145mg
食塩相当量：0.9g

3 水

テーブルロール
冬野菜のシチュー
コールスローサラダ
バナナ　牛乳

うめおかかおにぎり
麦茶

とりもも　ぎゅうにゅう
かつおぶし

ロールパン　こめこ　バター
ちょうごうゆ　さとう　こめ

かぼちゃ　かぶ　たまねぎ
にんじん　キャベツ　コーン
きゅうり　赤ピーマン
バナナ　うめづけ

ｴﾈﾙｷﾞ-：403kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.3g
脂質：13.6g

ｶﾙｼｳﾑ：169mg
食塩相当量：1.1g

4 木

ごはん　鶏とうずら卵の煮物
ブロッコリーサラダ
白菜のみそ汁
ヨーグルト　牛乳

にんじん蒸しパン　麦茶 とりもも　だいず
うずらたまご　ちくわ
むぎみそ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

こめ　さとう　かたくりこ
マヨドレ　こむぎこ

だいこん　にんじん
しいたけ　ブロッコリー
はくさい　えのきたけ
わかめ　レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：379kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.9g
脂質：9.6g

ｶﾙｼｳﾑ：182mg
食塩相当量：0.7g

5 金

ごはん　納豆肉団子
さつまいもの炒め物
小松菜のみそ汁　りんご　牛乳

ニラチーズチヂミ　麦茶 なっとう　ぶたひきにく
とうふ　あぶらあげ　むぎみそ
ぎゅうにゅう　まぐろ　チーズ

こめ　かたくりこ　さつまいも
ごまあぶら　さとう
じゃがいも　こめこ

ねぶかねぎ　にんじん
かぼちゃ　たまねぎ
こまつな　りんご
にら

ｴﾈﾙｷﾞ-：387kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.9g
脂質：11.3g

ｶﾙｼｳﾑ：124mg
食塩相当量：0.9g

6 土

ミートソーススパゲティ
もやしと刻み昆布のサラダ
キャベツのスープ
ヨーグルト　牛乳

あんずジャムサンド　麦茶 ぶたひきにく　ちくわ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

マカロニ　こめこ　さとう
ちょうごうゆ　しょくぱん
あんずジャム

たまねぎ　にんじん
トマト缶　もやし
きざみこんぶ
コーン
キャベツ

ｴﾈﾙｷﾞ-：346kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.2g
脂質：7.2g

ｶﾙｼｳﾑ：151mg
食塩相当量：1.1g

8 月

ごはん
さけのマヨコーン焼き
小松菜のお浸し　五目みそ汁
みかんゼリー　牛乳

米粉ドーナツ　麦茶 さけ　パルメザンチーズ
あぶらあげ　とうふ　むぎみそ
ぎゅうにゅう　きなこ

こめ　こめこ　マヨドレ
さとう　じょうしんこ
ちょうごうゆ

コーン　たまねぎ　こまつな
にんじん　かぼちゃ　ごぼう
しめじ　ねぶかねぎ
みかんジュース　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：396kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.7g
脂質：9.5g

ｶﾙｼｳﾑ：157mg
食塩相当量：0.6g

9 火

♥ネギ塩うどん
納豆かきあげ
ブロッコリーとベーコンの炒め物
ヨーグルト　牛乳

メロンラスク　麦茶 ぶたもも　あぶらあげ　かまぼこ
なっとう　ベーコン　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　とうにゅう

うどん　ごまあぶら　こめこ
ちょうごうゆ　じゃがいも　ごま
さとう　しょくぱん　こむぎこ
グラニューとう

ねぶかねぎ　にんじん
しいたけ　たまねぎ
ごぼう　みつば
ブロッコリー　レモン

ｴﾈﾙｷﾞ-：498kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：20.2g
脂質：17.4g

ｶﾙｼｳﾑ：191mg
食塩相当量：1.2g

10 水

チーズパン　レバー入りメンチカツ
ひじきとれんこんの梅サラダ
コーンポタージュ　バナナ　牛乳

塩昆布とチーズのおにぎり
麦茶

ぶたひきにく　ぶたればー
ちくわ　ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう　チーズ

チーズぱん　こめこ　パンこ
ちょうごうゆ　さとう
しょくぱん　こめ

たまねぎ　キャベツ　ひじき
れんこん　はくさい　うめぼし
コーン　パセリ　バナナ
しおこんぶ

ｴﾈﾙｷﾞ-：388kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.8g
脂質：11.8g

ｶﾙｼｳﾑ：173mg
食塩相当量：1.3g

12 金

ごはん　豆腐の照り焼き
白菜とツナの和え物
鶏と水菜のかきたま汁
みかん　牛乳

バレンタインパフェ　麦茶 とうふ　まぐろ　だいず
とりむね　たまご
ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう
ホイップクリーム

こめ　かたくりこ　ちょうごうゆ
マヨドレ　さとう　ふんとう
いちごジャム　コーンフレーク

しょうが　はくさい
こまつな　にんじん
みずな　たまねぎ
みかん　かんてん
いちご　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：385kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.3g
脂質：10.7g

ｶﾙｼｳﾑ：219mg
食塩相当量：0.3g

13 土

鶏の照り焼き丼　３色サラダ
豆腐としいたけのすまし汁
ヨーグルト　牛乳

りんごジャムサンド
麦茶

とりもも　とうふ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

こめ　さとう　ごま
しょくぱん　りんごジャム

しょうが　ねぶかねぎ
ピーマン　にんじん
きゅうり　コーン
しいたけ　こまつな

ｴﾈﾙｷﾞ-：371kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.9g
脂質：10.3g

ｶﾙｼｳﾑ：179mg
食塩相当量：0.7g

15 月

ごはん
キスとさつまいものいそべ揚げ
切干し大根の炒り煮
じゃが芋のみそ汁
ぶどうゼリー　牛乳

レモンクッキー　麦茶 きす　あぶらあげ
むぎみそ　ぎゅうにゅう

こめ　さつまいも　こめこ
ちょうごうゆ　しらたき
さとう　じゃがいも
こむぎこ　バター

あおのり　きりぼしだいこん
ひじき　グリンピース
たまねぎ　にんじん
ねぶかねぎ　ぶどうジュース
かんてん　レモン

ｴﾈﾙｷﾞ-：348kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.3g
脂質：6.9g

ｶﾙｼｳﾑ：116mg
食塩相当量：0.7g

16 火

♥美園おひさまカレー
ブロッコリーのツナサラダ
刻み昆布のオニオンスープ
♥ヨーグルト　牛乳

レーズンとマーマレード
　　　のスティックケーキ
麦茶

ぶたかたロース　ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう　まぐろ
ヨーグルト　とうにゅう

こめ　じゃがいも　バター
こむぎこ　ちょうごうゆ
さとう　マーマレード

たまねぎ　にんじん
ブロッコリー　きざみこんぶ
コーン　レーズン ｴﾈﾙｷﾞ-：433kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：21.1g
脂質：8.8g

ｶﾙｼｳﾑ：263mg
食塩相当量：1g

17 水

♪お楽しみ給食　ニュージーランド料理♪
テーブルロール
ホワイトベイト・フリッター
（しらすの卵焼き）
ポビーツマヨ
（じゃが芋とビーツのサラダ）
クマラスープ（さつま芋のスープ）
いちご　牛乳

ロリーケーキ　麦茶 たまご　しらす
だっしふんにゅう
ぎゅうにゅう
コンデンスミルク

ロールパン　こむぎこ
ちょうごうゆ　バター
マヨドレ　じゃがいも
さつまいも　マシュマロ
ふんとう

レモン　アスパラガス
ビーツ　たまねぎ　いちご

ｴﾈﾙｷﾞ-：456kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.5g
脂質：15.2g

ｶﾙｼｳﾑ：188mg
食塩相当量：0.9g

18 木

ごはん　大豆と鶏肉の揚げ煮
キャベツとわかめのサラダ
きのこのみそ汁
りんご　牛乳

もものヨーグルトゼリー
麦茶

だいず　とりもも
かまぼこ　むぎみそ
ぎゅうにゅう　ヨーグルト

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ　さつまいも
さとう

しょうが　にんじん　しいたけ
キャベツ　わかめ　レモン　しめじ
えのきたけ　たまねぎ　こまつな
りんご　りんごジュース
かんてん　ももかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：345kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14g
脂質：10.5g

ｶﾙｼｳﾑ：143mg
食塩相当量：0.7g

19 金

ごはん　ポークチャップ
大根のごまサラダ
白菜の豆乳スープ
みかん　牛乳

じゃがいものガレット
麦茶

ぶたかたロース　あつあげ
とうふ　とうにゅう
ぎゅうにゅう

こめ　こめこ　ちょうごうゆ
さとう　バター　かたくりこ
ごま　じゃがいも

たまねぎ　にんじん　だいこん
きゅうり　しいたけ　はくさい
みかん　パセリ ｴﾈﾙｷﾞ-：361kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：13.2g
脂質：11.4g

ｶﾙｼｳﾑ：157mg
食塩相当量：0.6g

20 土

あんかけ焼きそば
ひじきの中華サラダ
チンゲン菜の中華スープ
ヨーグルト　牛乳

イチゴジャムサンド　麦茶 ぶたかた　かまぼこ　だいず
とうふ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

ちゅうかめん　さとう
かたくりこ　ごまあぶら
しょくぱん　いちごジャム

はくさい　にんじん
たけのこ　しめじ
ねぶかねぎ　ひじき
コーン　チンゲンサイ　もやし

ｴﾈﾙｷﾞ-：310kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.6g
脂質：5.7g

ｶﾙｼｳﾑ：183mg
食塩相当量：1g

22 月

ごはん
いわしバーグ
カボチャと昆布の磯煮
納豆汁　パイン寒天　牛乳

ホワイトポテト　麦茶 いわし　とうふ
なっとう　あつあげ　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　さつまいも
ちょうごうゆ　ふんとう

ねぶかねぎ　かぼちゃ
きざみこんぶ　かぶ
かんてん　パインアップルかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：363kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.9g
脂質：8.4g

ｶﾙｼｳﾑ：178mg
食塩相当量：0.7g

24 水

♥ごまパン
♥鶏のから揚げケチャップソース
ごぼうのマヨサラダ
じゃが芋とコーンのスープ
バナナ　牛乳

チーズライスコロッケ
麦茶

とりもも　ちくわ
ぎゅうにゅう　チーズ

ごまぱん　かたくりこ
ちょうごうゆ　ごまあぶら
マヨドレ　じゃがいも
こめ　こむぎこ　パンこ

こまつな　ごぼう
にんじん　きゅうり
コーン　しめじ
バナナ　たまねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：456kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.3g
脂質：16.2g

ｶﾙｼｳﾑ：160mg
食塩相当量：1.3g

25 木

ごはん　カリカリ梅のふりかけ
鶏だしの卵焼き
豚とキャベツの炒め物
里芋のみそ汁　みかん　牛乳

だいこんもち　麦茶 かつおぶし　たまご　とうふ
ぶたもも　あぶらあげ　むぎみそ
ぎゅうにゅう　しらす

こめ　さとう　ごま
ちょうごうゆ　さといも
じょうしんこ　かたくりこ

うめぼし　ひじき　たまねぎ
はねぎ　しょうが　キャベツ
にんじん　えのきたけ
なめこ　みかん　だいこん　コーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：389kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17g
脂質：13.7g

ｶﾙｼｳﾑ：150mg
食塩相当量：1g

26 金

コーンもやし味噌ラーメン
ポテトビーンズ
白菜のおかか和え
ヨーグルト　牛乳

わかめおにぎり　麦茶 ぶたひきにく　みそ　だいず
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
じゃがいも　さつまいも
こめこ　かたくりこ
さとう　こめ　ごま

コーン　もやし　ねぶかねぎ
こまつな　あおのり
はくさい　にんじん
えのきたけ　わかめ

ｴﾈﾙｷﾞ-：466kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.7g
脂質：10.5g

ｶﾙｼｳﾑ：213mg
食塩相当量：1g

27 土

プルコギ風どんぶり
小松菜と厚揚げの和え物
中華スープ
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　あつあげ
かつおぶし　ちくわ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

こめ　ごまあぶら
さとう　ごま　しょくぱん
ブルーベリージャム

たまねぎ　にんじん
ピーマン　こまつな　もやし
えのきたけ　コーン　わかめ

ｴﾈﾙｷﾞ-：350kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.1g
脂質：9g

ｶﾙｼｳﾑ：213mg
食塩相当量：0.6g

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。＊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リクエスト給食です。


