
社会福祉法人おひさま会　美園おひさま保育園

令和3年7月        ０.１歳児 予　定　献　立　表 　担当　中村　夏江

あか 黄

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

冷やし中華　ゆでとうもろこし
そぼろ汁　ヨーグルト　牛乳

フルーツポンチ　麦茶 たまご　かまぼこ
ぶたひきにく　とうふ
むぎみそ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　とうにゅう

ちゅうかめん　さとう
ちょうごうゆ　とうもろこし

きゅうり　もやし　わかめ
しょうが　だいこん　にんじん
かんてん　すいか　バナナ
パインアップルかん
りんごジュース

ｴﾈﾙｷﾞ-：473kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.8g
脂質：8.5g

ｶﾙｼｳﾑ：199mg
食塩相当量：1.8g

2 金

麻婆茄子丼　夏野菜のマリネ
豆腐と小松菜のスープ
クラッシュぶどうゼリー　牛乳

キャロットバナナケーキ
麦茶

ぶたひきにく　みそ　とうふ
ぎゅうにゅう

こめ　さとう　かたくりこ
ちょうごうゆ　こめこ
こーんすたーち　ふんとう

なす　しいたけ　にんじん
ねぶかねぎ　しょうが
ズッキーニ　きゅうり　トマト
こまつな　ぶどうジュース
かんてん　バナナ
オレンジジュース　レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：420kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.5g
脂質：13.7g

ｶﾙｼｳﾑ：129mg
食塩相当量：1.3g

3 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　だいこん　コーン
キャベツ　もやし　しめじ

ｴﾈﾙｷﾞ-：423kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：20.9g
脂質：14g

ｶﾙｼｳﾑ：231mg
食塩相当量：1.5g

5 月

いわしの蒲焼き丼
小松菜と豆腐の胡麻和え
具だくさんのみそ汁　オレンジゼリー
牛乳

パインアップルケーキ
麦茶

いわし　とうふ　あぶらあげ
むぎみそ
ぎゅうにゅう　とうにゅう

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ　さとう　ごま
こめこ　バター　きび

やきのり　はねぎ　こまつな
キャベツ　ひじき　だいこん
にんじん　しめじ　ねぶかねぎ
オレンジジュース　かんてん
パインアップルかん　レモン

ｴﾈﾙｷﾞ-：394kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.3g
脂質：12.5g

ｶﾙｼｳﾑ：165mg
食塩相当量：0.9g

6 火

ごはん　豚のしょうが焼き
キャベツのおかかサラダ
とうがんと厚揚げのみそ汁　バナナ　牛乳

ピザトースト　麦茶 ぶたかたロース　かつおぶし
あつあげ　むぎみそ
ぎゅうにゅう　まぐろ　チーズ

こめ　さとう　ちょうごうゆ
しょくぱん

たまねぎ　しょうが
りんごジュース　こまつな
キャベツ　しめじ　にんじん
コーン　とうがん　バナナ
ピーマン

ｴﾈﾙｷﾞ-：405kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.8g
脂質：13.2g

ｶﾙｼｳﾑ：156mg
食塩相当量：1.3g

7 水

七夕そうめん　鶏のカレー唐揚げ
枝豆とツナのサラダ　ヨーグルト　牛乳

メロンケーキ　麦茶 かまぼこ　とりもも　まぐろ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
とうにゅう　クリーム

そうめん・ひやむぎ　さとう
こめこ　かたくりこ
ちょうごうゆ　しらたまこ

干ししいたけ　にんじん
きゅうり　しょうが　えだまめ
メロン

ｴﾈﾙｷﾞ-：474kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.6g
脂質：14.3g

ｶﾙｼｳﾑ：195mg
食塩相当量：2.5g

8 木

パインアップルチャーハン
鶏肉のオーロラソース
チンゲン菜の中華炒め
コーンと卵の中華スープ
杏仁豆腐風シロップかけ　牛乳

小松菜とあずきのケーキ
麦茶

ぶたひきにく　とりむね
ベーコン　たまご　とうにゅう
ぎゅうにゅう　あずき

こめ　ちょうごうゆ
かたくりこ　マヨドレ
さとう　こめこ

赤ピーマン　ピーマン
たまねぎ　パインアップルかん
チンゲンサイ　にんじん
しょうが　コーン　かんてん
こまつな

ｴﾈﾙｷﾞ-：420kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.4g
脂質：13.9g

ｶﾙｼｳﾑ：130mg
食塩相当量：1g

9 金

レバー入りキーマカレー
じゃが芋とズッキーニのソテー
キャベツのコンソメスープ
ヨーグルト　牛乳

みかん蒸しパン　麦茶 ぶたひきにく　ぶたればー
あつあげ　まぐろ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

こめ　バター　こめこ
じゃがいも　ちょうごうゆ
さとう

たまねぎ　にんじん
グリンピース　トマト缶
ズッキーニ　コーン　キャベツ
もやし　オレンジジュース
みかんかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：455kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18g
脂質：13.6g

ｶﾙｼｳﾑ：233mg
食塩相当量：1.6g

10 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　ごま
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-：388kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.7g
脂質：9.2g

ｶﾙｼｳﾑ：237mg
食塩相当量：1.6g

12 月

ごはん　鮭の西京漬け
小松菜と厚揚げのだし和え
大根となめこのみそ汁　りんごゼリー
牛乳

米粉と豆腐のブラウニー
麦茶

さけ　みそ
あつあげ　かつおぶし
むぎみそ　ぎゅうにゅう
とうふ

こめ　さとう　こめこ
かたくりこ　ちょうごうゆ
ふんとう

にんじん　こまつな　しめじ
コーン　だいこん　なめこ
はねぎ　りんごジュース
かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：397kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.1g
脂質：12.3g

ｶﾙｼｳﾑ：182mg
食塩相当量：1.2g

13 火

♪お楽しみ給食　イタリア料理♪

ボロネーゼ
焼きなすとズッキーニのサラダ
イタリアンな魚介スープ　ヨーグルト
牛乳

ティラミス　麦茶 ぶたひきにく　ベーコン
パルメザンチーズ　さけ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
クリームチーズ　とうふ
とうにゅう

マカロニ　こめこ　バター
さとう　オリーブゆ　きび

たまねぎ　にんじん　トマト缶
なす　ズッキーニ　しめじ
ミニトマト　レモン ｴﾈﾙｷﾞ-：486kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：23.4g
脂質：17.4g

ｶﾙｼｳﾑ：212mg
食塩相当量：1.7g

14 水

にんじんパン　ポークビーンズ
ごぼうチップス
えのきとキャベツのスープ　バナナ　牛乳

枝豆のピラフ　麦茶 だいず　ぶたひきにく　ちくわ
ぎゅうにゅう

にんじんぱん　じゃがいも
ちょうごうゆ　さとう
かたくりこ　こめ　バター

にんじん　たまねぎ　しめじ
トマト缶　ごぼう　あおのり
キャベツ　えのきたけ　バナナ
えだまめ

ｴﾈﾙｷﾞ-：369kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.2g
脂質：11.9g

ｶﾙｼｳﾑ：120mg
食塩相当量：1.8g

15 木

ごはん
ベーコンとトマトあんの揚げだし豆腐
コールスローサラダ　豚肉と卵のみそ汁
オレンジ　牛乳

人参ドーナツ　麦茶 とうふ　ベーコン
ぶたかたロース　たまご
むぎみそ　ぎゅうにゅう
とうにゅう

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ　さとう
こむぎこ

トマト　キャベツ　コーン
きゅうり　たまねぎ　ごぼう
こまつな　オレンジ　にんじん
バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：407kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.9g
脂質：13.3g

ｶﾙｼｳﾑ：153mg
食塩相当量：0.9g

16 金

♪夏祭り給食♪
焼きそば　焼きトウモロコシ
じゃがバター　刻み昆布と玉ねぎのスープ
ヨーグルト　牛乳

お好み焼き　リンゴジュース ぶたかたロース　かつおぶし
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
とうにゅう　ぶたひきにく

ちゅうかめん　ちょうごうゆ
じゃがいも　バター　こむぎこ
マヨドレ

にんじん　キャベツ　もやし
たまねぎ　ピーマン　あおのり
コーン　きざみこんぶ　はねぎ
りんごジュース

ｴﾈﾙｷﾞ-：511kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.9g
脂質：12.1g

ｶﾙｼｳﾑ：191mg
食塩相当量：1.7g

17 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-：409kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.7g
脂質：11.2g

ｶﾙｼｳﾑ：231mg
食塩相当量：1.3g

19 月

ごはん　鯵の南蛮漬け
オクラの納豆和え　豆腐とえのきのみそ汁
オレンジゼリー　牛乳

レーズンミルククッキー
麦茶

あじ　なっとう　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　かたくりこ
ちょうごうゆ
さとう　こむぎこ

たまねぎ　にんじん　ピーマン
オクラ　きゅうり　あおのり
えのきたけ　オレンジジュース
かんてん　レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：426kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.3g
脂質：13.5g

ｶﾙｼｳﾑ：190mg
食塩相当量：0.9g

20 火

ごはん　鶏肉の味噌マヨ焼き
小松菜とひじきの梅和え
かぼちゃのみそ汁　ヨーグルト　牛乳

ミルクくずもち　麦茶 とりもも　みそ　あぶらあげ
むぎみそ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　きなこ

こめ　マヨドレ　さとう
ちょうごうゆ　ごま
かたくりこ

にんじん　こまつな　ひじき
うめぼし　かぼちゃ　はねぎ ｴﾈﾙｷﾞ-：411kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：16.6g
脂質：13.1g

ｶﾙｼｳﾑ：267mg
食塩相当量：1.2g

21 水

レーズンパン　ポテトコロッケ
かぶとキャベツのサラダ
にんじんのポタージュ　バナナ　牛乳

ひじきおにぎり　麦茶 ぶたひきにく
だっしふんにゅう
ぎゅうにゅう　あぶらあげ

ぶどうパン　じゃがいも
ちょうごうゆ　こめこ　パンこ
とうもろこし　さとう　こめ
ごま

たまねぎ　にんじん　かぶ
キャベツ　コーン　バナナ
ひじき

ｴﾈﾙｷﾞ-：444kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.3g
脂質：12g

ｶﾙｼｳﾑ：200mg
食塩相当量：1.4g

24 土

きつねうどん　ちくわの磯部焼き
大豆とひじきの煮物　ヨーグルト　牛乳

オレンジ蒸しパン　麦茶 かまぼこ　あぶらあげ　ちくわ
だいず　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　とうにゅう

うどん　さとう　こめこ
ちょうごうゆ　ごま
マーマレード

干ししいたけ　あおのり
ひじき　にんじん ｴﾈﾙｷﾞ-：397kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：16.5g
脂質：9.5g

ｶﾙｼｳﾑ：225mg
食塩相当量：3.3g

26 月

ごはん　鮭のピザ焼き
さっぱりドレッシング野菜サラダ
もやしとえのきのみそ汁　ぶどうゼリー
牛乳

りんごケーキ　麦茶 さけ　あつあげ　むぎみそ
ぎゅうにゅう

こめ　マヨドレ　さとう
ちょうごうゆ　こむぎこ
バター　きび

たまねぎ　ピーマン
ブロッコリー　にんじん
こまつな　しめじ　レモン
もやし　えのきたけ
ぶどうジュース　かんてん
りんご　レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：381kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.9g
脂質：10.9g

ｶﾙｼｳﾑ：155mg
食塩相当量：1.2g

27 火

ごはん　酢豚　もやしのナムル
はるさめスープ　ヨーグルト　牛乳

コーンマヨトースト　麦茶 ぶたかたロース　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ　さとう　ごま
はるさめ　しょくぱん
マヨドレ

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　もやし　こまつな
チンゲンサイ　コーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：373kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.1g
脂質：8.6g

ｶﾙｼｳﾑ：205mg
食塩相当量：1.1g

28 水

カレーうどん　フライドポテト
キャベツのごま和え　バナナ　牛乳

チキンおこわ　麦茶 ぶたかたロース　ぎゅうにゅう
とりもも

うどん　ちょうごうゆ　きび
かたくりこ　じゃがいも
さとう　ごま　こめ　もちごめ

干ししいたけ　にんじん
たまねぎ　こまつな　あおのり
キャベツ　しめじ　バナナ
トマト

ｴﾈﾙｷﾞ-：423kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.1g
脂質：11.6g

ｶﾙｼｳﾑ：126mg
食塩相当量：1.6g

29 木

ごはん　ハンバーグ　卵入りポテトサラダ
キャベツのみそ汁　オレンジ　牛乳

プルーンとヨーグルトの
　　　　　　　パンケーキ
麦茶

ぶたひきにく　とうふ
ぎゅうにゅう　たまご　ちくわ
むぎみそ　ヨーグルト

こめ　米粉のパン粉
じゃがいも　マヨドレ
こむぎこ　さとう　バター

たまねぎ　トマト缶　にんじん
ブロッコリー　キャベツ
しいたけ　オレンジ　プルーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：406kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.7g
脂質：11.7g

ｶﾙｼｳﾑ：143mg
食塩相当量：1g

30 金

ハヤシライス　三色野菜のゆかり和え
かぶとベーコンのスープ
ヨーグルト　牛乳

トマトゼリー　麦茶 ぶたかたロース　ベーコン
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

こめ　じゃがいも
ちょうごうゆ　こめこ
かたくりこ　さとう

たまねぎ　にんじん　しめじ
グリンピース　トマトジュース
もやし　きゅうり　うめ　かぶ
コーン　トマト　かんてん
りんごジュース　レモン

ｴﾈﾙｷﾞ-：393kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.8g
脂質：9.3g

ｶﾙｼｳﾑ：188mg
食塩相当量：1.7g

31 土

回鍋肉丼　中華風白和え　わかめスープ
ヨーグルト　牛乳

いちご蒸しパン　麦茶 ぶたかたロース　むぎみそ
みそ　ちくわ　とうふ
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
いちごジャム　こめこ

キャベツ　ピーマン　にんじん
チンゲンサイ　しいたけ
わかめ　たまねぎ　えのきたけ
ねぶかねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：378kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.4g
脂質：9.8g

ｶﾙｼｳﾑ：201mg
食塩相当量：0.9g

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。


