
令和4年11月        3歳以上児 予　定　献　立　表 担当　小林　弘子（花小金井おひさま保育園）

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 火

ごはん　回鍋肉
かぼちゃと切昆布の煮物
大根と豆のスープ
りんご　牛乳

ミルクくずもち
麦茶

ぶたにく　　むぎみそ
みそ　だいず　あぶらあげ
ぎゅうにゅう　きなこ

こめ　ちょうごうゆ
さとう　かたくりこ

しょうが　キャベツ
ピーマン　 にんじん　しめじ
かぼちゃ　りんご
だいこん　きざみこんぶ

ｴﾈﾙｷﾞ-：535kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：21.7g
脂質：19.4g

ｶﾙｼｳﾑ：249mg
食塩相当量：1.2g

2 水

コーンパン
さくさくチキン　ゆでブロッコリー
人参ときゅうりのピクルス風
きのこのチャウダー　バナナ　牛乳

鮭おこわ　麦茶 とりももにく　ぎゅうにゅう
さけ　あぶらあげ

コーンパン　マヨドレ
パンこ　さとう　こめ
オリーブゆ　もちごめ
こめこ　ちょうごうゆ
コーンフレーク　バター

ブロッコリー　にんじん
きゅうり　しめじ　まいたけ
こまつな　バナナ　たまねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：554kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：24.3g
脂質：20.3g

ｶﾙｼｳﾑ：241mg
食塩相当量：2.0g

4 金

しらすごはん
ツナとブロッコリーのキッシュ
キャベツとパイナップルのサラダ
具だくさんのみそ汁　柿　牛乳

ソース焼きそば
麦茶

しらす　たまご　クリーム
ぎゅうにゅう　チーズ
だっしふんにゅう　まぐろ
ベーコン　かつおぶし
むぎみそ　ぶたにく　あぶらあげ

こめ　ちょうごうゆ
しょくパン　さとう
ちゅうかめん

はねぎ　ブロッコリー
たまねぎ　キャベツ　きゅうり
パインアップルかん　レーズン
にんじん　　かき　　あおのり
もやし　ピーマン　だいこん
ねぶかねぎ　ごぼう

ｴﾈﾙｷﾞ-：506kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：22.9g
脂質：17.2g

ｶﾙｼｳﾑ：281mg
食塩相当量：1.8g

5 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

あおのり焼きコーンのおにぎり

麦茶
とうふ　ぶたひきにく　みそ
むぎみそ　ヨーグルト
だいず　ぎゅうにゅう

こめ　ちょうごうゆ
さとう　かたくりこ

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
あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：515kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：22.2g
脂質：13.2g

ｶﾙｼｳﾑ：297mg
食塩相当量：1.8g

7 月

六穀ごはん　めかじきの酢豚風
キャベツもやしナムル
白菜の豆乳スープ
ぶどうゼリー　牛乳

チーズ蒸しパン
麦茶

くろだいず　めかじき　チーズ
ベーコン　とうにゅう
ぎゅうにゅう　だっしふんにゅう

こめ　げんまい　おおむぎ
かたくりこ　さとう
ちょうごうゆ　こむぎこ

たまねぎ　にんじん　ピーマン
トマトかん　キャベツ
もやし　コーン　はくさい
ぶどうジュース　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：533kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：22.5g
脂質：15.9g

ｶﾙｼｳﾑ：244mg
食塩相当量：1.1g

8 火

豚みそ焼き丼
ポテトサラダ
大根と厚揚げのすまし汁
柿　牛乳

かぼちゃのスコーン
麦茶

ぶたにく　むぎみそ　　あつあげ
ぎゅうにゅう　　とうふ

こめ　ちょうごうゆ
さとう　じゃがいも
マヨドレ　こむぎこ
かたくりこ

たまねぎ　にんじん　きゅうり
だいこん　かき　    　かぼちゃ
コーン   　はねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：579kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：20.1g
脂質：21.0g

ｶﾙｼｳﾑ：218mg
食塩相当量：1.5g

9 水

ごはん　栄養ふりかけ
タンドリーチキン　じゃがバター
人参煮　　小松菜としめじのスープ
バナナ　牛乳

お好み焼き　麦茶 しらすぼし　とりももにく
かつおぶし　とうにゅう
あつあげ　ぶたひきにく
ぎゅうにゅう

こめ　さとう　マヨドレ
ちょうごうゆ　バター
じゃがいも　こむぎこ

きざみこんぶ　あおのり
レモン　にんじん　たまねぎ
しめじ　こまつな　バナナ
キャベツ　はねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：510kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：22.5g
脂質：18.8g

ｶﾙｼｳﾑ：215mg
食塩相当量：1.7g

10 木

ミートソーススパゲティ　バケット
かぼちゃとおからのサラダ
野菜スープ　ヨーグルト　牛乳

きなこコッペパン　麦茶 ぶたひきにく　チーズ
おから　ちくわ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　きなこ

スパゲティ　さとう
ちょうごうゆ　こむぎこ
フランスパン　コッぺパン
とうにゅういりマーガリン

たまねぎ　にんじん　レーズン
トマトかん　かぼちゃ
キャベツ

ｴﾈﾙｷﾞ-：555kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：23.7g
脂質：15.0g

ｶﾙｼｳﾑ：292mg
食塩相当量：2.7g

11 金

ごはん　コーンしゅうまい
さつま芋のレモン煮
石狩汁
りんご　牛乳

にゅうめん
麦茶

ぶたひきにく　さけ
むぎみそ　ぎゅうにゅう
あつあげ

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ　さとう
さつまいも　そうめん

たまねぎ　しょうが　コーン
レーズン　レモン　だいこん
にんじん　キャベツ　はねぎ
ねぶかねぎ　しめじ　りんご

ｴﾈﾙｷﾞ-：572kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：24.6g
脂質：14.8g

ｶﾙｼｳﾑ：204mg
食塩相当量：2.5g

12 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

ゆかりごはん
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
かたくりこ　ちょうごうゆ
こめ

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　しめじ
キャベツ　うめびしお

ｴﾈﾙｷﾞ-：534kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：27.0g
脂質：18.7g

ｶﾙｼｳﾑ：314mg
食塩相当量：1.8g

14 月

ベーコンときのこのドリア
人参サラダ
キャベツとコーンのスープ
ぶどうカルピスゼリー　牛乳

フライドポテト
麦茶

ベーコン　ぎゅうにゅう
クリーム　チーズ　あつあげ
にゅうさんきんいんりょう

こめ　ちょうごうゆ
バター　こむぎこ　さとう
じゃがいも　かたくりこ
こめこ

たまねぎ　こまつな　しめじ
レーズン　にんじん　キャベツ
コーン　かんてん
ぶどうジュース

ｴﾈﾙｷﾞ-：552kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：21.5g
脂質：15.6g

ｶﾙｼｳﾑ：240mg
食塩相当量：1.3g

15 火
 
赤飯　ぶりの照り焼き
もみじふ　柿と大根の紅白なます
さつま芋茶巾　祝汁
うさぎりんご　牛乳

ココアケーキ
麦茶

あずき　ぶり
ぎゅうにゅう　かまぼこ
だっしふんにゅう

こめ　もちごめ　もみじふ
さとう　さつまいも
バター　ちょうごうゆ
こむぎこ

だいこん　にんじん　かき
こまつな　しめじ　りんご
ももかん　バナナ
パインアップルかん
いちごジャム

ｴﾈﾙｷﾞ-：541kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.9g
脂質：22.5g

ｶﾙｼｳﾑ：322mg
食塩相当量：2.1g

16 水

ナンピザ
小松菜とツナのソテー
枝豆コーンのスープ
バナナ　牛乳

おかか菜めしおにぎり
麦茶

ベーコン　チーズ　まぐろ
ぎゅうにゅう　かつおぶし
だいず

ナン　マヨドレ
オリーブゆ　ちょうごうゆ
こめ

たまねぎ　ピーマン
こまつな　キャベツ
コーン　にんじん
えだまめ　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：549kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：24.8g
脂質：18.2g

ｶﾙｼｳﾑ：323mg
食塩相当量：2.3g

17 木

あんかけ焼きそば
大根サラダ
卵の中華スープ
フルーツヨーグルト和え　牛乳

人参とプルーンのケーキ
麦茶

ぶたにく　かまぼこ
ぎゅうにゅう　あぶらあげ
まぐろ　たまご　とうふ
ヨーグルト　だっしふんにゅう

ちゅうかめん　かたくりこ
ちょうごうゆ　さとう
こむぎこ

はくさい　にんじん　たけのこ
ほししいたけ　だいこん
ねぶかねぎ　みずな　わかめ
たまねぎ　パインアップルかん
バナナ　ももかん　プルーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：546kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：25.8g
脂質：15.7g

ｶﾙｼｳﾑ：326mg
食塩相当量：2.5g

18 金

おひさまカレー
コールスローサラダ
わかめとしめじのスープ
オレンジ　牛乳

きなこマカロニ
麦茶

ぶたにく　ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう　きなこ

こめ　じゃがいも　バター
こめこ　マヨドレ
さとう　マカロニ

たまねぎ　にんじん　キャベツ
コーン　きゅうり　わかめ
しめじ　オレンジ

ｴﾈﾙｷﾞ-：506kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：23.3g
脂質：14.6g

ｶﾙｼｳﾑ：280mg
食塩相当量：1.9g

19 土

鶏照り焼き丼
かぼちゃの甘煮　大根のすまし汁
ヨーグルト　牛乳

しらす塩昆布おにぎり
麦茶

とりももにく
あぶらあげ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　しらすぼし

こめ　さとう
ちょうごうゆ

しょうが　ねぶかねぎ
ピーマン　かぼちゃ　あまのり
グリンピース　だいこん
こまつな　しおこんぶ

ｴﾈﾙｷﾞ-：527kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：23.6g
脂質：16.4g

ｶﾙｼｳﾑ：276mg
食塩相当量：1.3g

21 月

六穀ごはん
さばの塩焼き　焼きかぼちゃ
キャベツと人参のゆかり和え
具だくさんみそ汁  りんごゼリー  牛乳

バナナの蒸しパン
麦茶

くろだいず　さば　ちくわ
あつあげ　むぎみそ
ぎゅうにゅう

こめ　げんまい　おおむぎ
ちょうごうゆ　さとう
こむぎこ

かぼちゃ　キャベツ　にんじん
うめびしお　だいこん
こまつな　ごぼう　ねぶかねぎ
りんごジュース　かんてん
バナナ　レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：520kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：21.3g
脂質：15.9g

ｶﾙｼｳﾑ：252mg
食塩相当量：1.1g

22 火

五目チャーハン
豚レバーの甘酢あん　キャベツナムル
かぼちゃのチーズ焼
中華スープ　ヨーグルト　牛乳

フルーツポンチ
麦茶

かまぼこ　ぶたレバー
ヨーグルト　チーズ
ぎゅうにゅう

こめ　ちょうごうゆ
かたくりこ　さとう
パンこ

ねぶかねぎ　ほししいたけ
コーン　グリンピース　キャベツ
にんじん　かぼちゃ　えのきたけ
にら　　　たまねぎ　かんてん
パインアップルかん　　ももかん
りんごジュース　　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：547kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：26.4g
脂質：14.3g

ｶﾙｼｳﾑ：326mg
食塩相当量：1.9g

24 木

フィッシュバーガー
白菜サラダ（フレンチ風）
かぼちゃのコンソメスープ
バナナ　牛乳

カレーチャーハン
麦茶

すけとうだら　あつあげ
ぎゅうにゅう　まぐろ　だいず

しろパン　こむぎこ
パンこ　ちょうごうゆ
マヨドレ　オリーブゆ
さとう　こめ

たまねぎ　きゅうり　はくさい
にんじん　レーズン　かぼちゃ
バナナ　ピーマン　なす
コーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：564kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：24.0g
脂質：18.6g

ｶﾙｼｳﾑ：235mg
食塩相当量：2.2g

25 金

豚汁うどん
さつま芋の磯部焼き
ごぼうとひじきのマヨネーズサラダ
ヨーグルト　牛乳

チキンおこわ　麦茶 ぶたにく　あぶらあげ
むぎみそ　まぐろ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　とりももにく

うどん　ちょうごうゆ
さつまいも　こむぎこ
マヨドレ　さとう　こめ
もちごめ

だいこん　にんじん　しめじ
こまつな　あおのり　ごぼう
ひじき　たまねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：528kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：23.0g
脂質：15.4g

ｶﾙｼｳﾑ：307mg
食塩相当量：1.5g

26 土

肉野菜丼
青菜のサラダ
さつま汁
ヨーグルト　牛乳

焼きおにぎり　麦茶 ぶたにく　しらすぼし
とうふ　むぎみそ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

こめ　ちょうごうゆ
さとう　さつまいも

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-：542kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：20.8g
脂質：15.2g

ｶﾙｼｳﾑ：219mg
食塩相当量：1.5g

28 月

六穀ごはん　鰆の西京焼き
さつま芋のサラダ
小松菜と豆腐のみそ汁
オレンジゼリー　牛乳

シュガードーナツ
麦茶

くろだいず　さわら　みそ
とうふ　むぎみそ
ぎゅうにゅう

こめ　げんまい　おおむぎ
さとう　ちょうごうゆ
さつまいも　マヨドレ
こむぎこ　グラニューとう

にんじん　きゅうり
こまつな　ねぶかねぎ
オレンジジュース　かんてん
レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：545kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：20.8g
脂質：15.2g

ｶﾙｼｳﾑ：219mg
食塩相当量：1.2g

29 火

タンメン
ウインナー
もやしのじゃこサラダ
ヨーグルト　牛乳

アップルトースト
麦茶

ぶたひきにく　なると
しらすぼし　ウインナー
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

ちゅうかめん
ちょうごうゆ
さとう　しょくパン
グラニューとう
とうにゅうマーガリン

ねぶかねぎ　もやし　にんじん
キャベツ　こまつな
りんごかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：515kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：24.3g
脂質：17.6g

ｶﾙｼｳﾑ：313mg
食塩相当量：2.3g

30 水

わかめごはん　ハンバーグ
温野菜（人参ブロッコリー）
かぼちゃレーズン煮
キャベツとコーンのスープ
バナナ　牛乳

うどん
麦茶

しらすぼし　ぶたひきにく
とうふ　ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう
とうにゅう

こめ　さとう
こめこパンこ　うどん

わかめ　たまねぎ　にんじん
ブロッコリー　レーズン
かぼちゃ　こまつな　キャベツ
コーン　バナナ　はねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：551kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：22.3g
脂質：12.6g

ｶﾙｼｳﾑ：236mg
食塩相当量：2.9g

日 曜
献立名

栄養価

社会福祉法人おひさま会　美園おひさま保育園　

♬ おたのしみ給食 ♪

＊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。

＊月に一回、お楽しみ給食があります。


