
令和5年2月        1歳児 予　定　献　立　表 担当　小林　弘子（花小金井おひさま保育園）

あか きいろ 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 水

チーズパン
クリームシチュー
れんこんとひじきのマヨネーズ和え
バナナ　牛乳

うめおかかおにぎり
麦茶

とりむねにく　ぎゅうにゅう
クリーム　かつおぶし　ちくわ

チーズパン　こめこ　バター
ちょうごうゆ　　さとう　　こめ
じゃがいも　　　マヨドレ

たまねぎ　 にんじん　 れんこん
ブロッコリー   キャベツ
こまつな　　　　ひじき　　バナナ
うめづけ　　コ－ンクリーム

ｴﾈﾙｷﾞ-：396kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.0g
脂質：14.2g

ｶﾙｼｳﾑ：192mg
食塩相当量：1.4g

2 木

　塩ラーメン
お好み厚揚げ
人参しりしり
りんご　牛乳

ウインナーとチーズのケーキ
麦茶

ぶたひきにく　たまご　あつあげ
まぐろ　かつおぶし
ぎゅうにゅう　だっしふんにゅう
チーズ　ウインナー

ちゅうかめん　ちょうごうゆ
さとう　ちょうごうゆ　マヨドレ
こむぎこ

コーン　ねぶぎねぎ　キャベツ
こまつな　にんじん　あおのり
りんご ｴﾈﾙｷﾞ-：424kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：18.4g
脂質：18.5g

ｶﾙｼｳﾑ：282mg
食塩相当量：1.3g

3 金

 
いわしの蒲焼き丼　ごぼう金棒
コロコロ豆のサラダ
ふのすまし汁
みかん　牛乳

恵方巻ロール
（スイートポテト）

麦茶

いわし　だいず　きなこ
かまぼこ　ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう　クリーム

こめ　さとう　かたくりこ
マヨドレ　やきふ　こめこ
さつまいも　しょくパン
ボーロ

にんじん　やきのり　ごぼう
きゅうり　コーン　こまつな
みつば　みかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：416kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.6g
脂質：12.8g

ｶﾙｼｳﾑ：178mg
食塩相当量：1.3g

4 土

鶏の照り焼き丼
三色サラダ
豆腐としいたけのすまし汁
ヨーグルト　牛乳

ゆかりごはん　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　ちょうごうゆ
こめこ

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　うめびしお

ｴﾈﾙｷﾞ-：368kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.2g
脂質：10.2g

ｶﾙｼｳﾑ：193mg
食塩相当量：1.0g

6 月

ごはん　煮魚
納豆小松菜和え
根菜汁
オレンジゼリー　牛乳

ヨーグルトパインケーキ
麦茶

あぶらかれい　　　　なっとう
あぶらあげ　　だっしふんにゅう
ぎゅうにゅう　ヨーグルト

こめ　　さとう　ちょうごうゆ
こむぎこ

かぼちゃ　こまつな　しょうが
うめびしお　だいこん
にんじん　ごぼう　ほししいたけ
オレンジジュース　かんてん
パインアップルかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：382kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：20.0g
脂質：8.8g

ｶﾙｼｳﾑ：242mg
食塩相当量：1.1g

7 火

ごはん　ポークチャップ
ゆでブロッコリー　大根サラダ
白菜の豆乳スープ
みかん　牛乳

フライドポテト
麦茶

ぶたにく　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
バター　かたくりこ　さとう
じゃがいも

あつあげ　たまねぎ　にんじん
だいこん　ブロッコリー
きゅうり　しいたけ　はくさい
みかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：394kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.5g
脂質：14.6g

ｶﾙｼｳﾑ：178mg
食塩相当量：1.1g

8 水

コーンパン
さくさくチキン　もやしのカレーサラダ
キャベツと生揚げのスープ
バナナ　牛乳

鮭と刻み昆布のおにぎり
麦茶

とりももにく　あつあげ
ちくわ　ぎゅうにゅう　さけ

コーンパン　マヨドレ
こめこのパンこ　ちょうごうゆ
コーンフレーク　こめ　さとう
ほしいも

たまねぎ　キャベツ
もやし　にんじん　ピーマン
バナナ　ほうれんそう
きざみこんぶ

ｴﾈﾙｷﾞ-：386kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.0g
脂質：12.9g

ｶﾙｼｳﾑ：151mg
食塩相当量：1.7g

9 木

　オムライス
ブロッコリーの和風サラダ
白菜とベーコンのスープ
フルーツヨーグルト和え　牛乳

ラスク　麦茶 ぶたひきにく　たまご　クリーム
ベーコン　だいず　ヨーグルト

こめ　バター　ちょうごうゆ
さとう　しょくパン
とうにゅういりマーガリン
グラニューとう

たまねぎ　コーン　グリンピース
ブロッコリー　もやし　にんじん
はくさい　しめじ　パインかん
バナナ　りんご　ももかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：406kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.4g
脂質：16.1g

ｶﾙｼｳﾑ：151mg
食塩相当量：1.7g

10 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

揚げバナナ
麦茶

ぶたにく　あぶらあげ　まぐろ
むぎみそ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　とうにゅう

うどん　こめこ　さつまいも
ちょうごうゆ　マヨドレ　こめこ
さとう　こむぎこ　ふんとう

たまねぎ　にんじん　だいこん
しめじ　こまつな　ごぼう
ひじき　あおのり　バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：422kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：15.8g
脂質：14.9g

ｶﾙｼｳﾑ：236mg
食塩相当量：2.3g

13 月

ごはん
さつま揚げ　じゃが芋のそぼろ煮
キャベツと厚揚げの味噌汁
カルピスゼリー　牛乳

りんごクリームチーズ春巻き
麦茶

すけとうだ　　とうふ
ぶたひきにく　むぎみそ
あつあげ　ぎゅうにゅう
にゅうさんきんいんりょう
クリームチーズ

こめ
ちょうごうゆ　じゃがいも
さとう　こむぎこ　ふんとう

たまねぎ　にんじん　れんこん
コーン　きゃべつ　こまつな
きざみこんぶ　しょうが
ねぶかねぎ　グリンピース
りんごかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：371kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.5g
脂質：11.4g

ｶﾙｼｳﾑ：172mg
食塩相当量：1.0g

14 火

　おひさまカレー
三色野菜のピクルス
刻み昆布のオニオンスープ
みかん　牛乳

バレンタインココアケーキ
麦茶

ぶたにく　ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう

こめ　じゃがいも　バター
こむぎこ　ちょうごうゆ
さとう　オリーブゆ　ふんとう
いちごジャム　こめこ

たまねぎ　にんじん　だいこん
きゅうり　きざみこんぶ　コーン
レモン　パセリ　みかん　いちご ｴﾈﾙｷﾞ-：432kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：17.0g
脂質：11.7g

ｶﾙｼｳﾑ：256mg
食塩相当量：1.3g

15 水

テーブルロール
鶏肉と豆のトマト煮　スパゲティサラダ
えのきと厚揚げのスープ
バナナ　牛乳

しらすチーズおにぎり
麦茶

とりにく　だいず　あつあげ
ぎゅうにゅう　チーズ
しらすぼし

しろパン　じゃがいも
ちょうごうゆ　さとう
かたくりこ　スパゲティ
マヨドレ　こめ

にんじん　たまねぎ　しめじ
トマトかん　キャベツ　コーン
えのきたけ　バナナ　あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：419kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.0g
脂質：14.2g

ｶﾙｼｳﾑ：202mg
食塩相当量：2.1g

16 木

あんかけ焼きそば
ちくわのカレー焼き
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

防災食（クッキー）
麦茶

ぶたにく　かまぼこ　とうふ
ヨーグルト　だいず
ぎゅうにゅう　ちくわ

ちゅうかめん　さとう　こめこ
かたくりこ　ちょうごうゆ
クッキー

はくさい　にんじん
しめじ　ねぶかねぎ　ひじき
コーン　チンゲンサイ　もやし
キャベツ

ｴﾈﾙｷﾞ-：408kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.9g
脂質：11.3g

ｶﾙｼｳﾑ：244mg
食塩相当量：1.7g

17 金

ごはん
豚レバーの甘酢あん　キャベツナムル
南瓜のチーズ焼き
けんちん汁　りんご
牛乳

にんじん蒸しパン
麦茶

ぶたレバー　あぶらあげ
とうふ　むぎみそ　ぎゅうにゅう
チーズ　とうにゅう

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ　さとう　パンこ
こむぎこ

きゃべつ　かぼちゃ　だいこん
にんじん　れんこん
ねぶかねぎ　りんご　レーズン ｴﾈﾙｷﾞ-：377kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：16.9g
脂質：10.4g

ｶﾙｼｳﾑ：183mg
食塩相当量：1.0g

18 土

豚みそ焼き丼
さつま芋サラダ
大根と油揚げのすまし汁
ヨーグルト　　牛乳

青菜とベーコンの混ぜごはん
麦茶

ぶたにく　あぶらあげ
ベーコン　むぎみそ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

こめ　さとう　こめこ
さつまいも　ちょうごうゆ
マヨドレ　オリーブゆ

たまねぎ　にんじん　コーン
きゅうり　だいこん　こまつな
ほうれんそう　エリンギ

ｴﾈﾙｷﾞ-：410kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.8g
脂質：14.8g

ｶﾙｼｳﾑ：206mg
食塩相当量：1.4g

20 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
りんごゼリー　牛乳

きなこドーナツ　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　　こむぎこ　マヨドレ
さとう　ちょうごうゆ　こめこ

コーン　たまねぎ　こまつな
もやし　にんじん　ごぼう
かぼちゃ　しめじ　ねぶかねぎ
パセリ　りんごジュース
かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：409kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.5g
脂質：12.6g

ｶﾙｼｳﾑ：190mg
食塩相当量：1.0g

21 火

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

いももち青のり焼きコーン
麦茶

だいず　とりもも
かまぼこ　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　さつまいも
さとう　じゃがいも

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　あおのり
コーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：375kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.7g
脂質：13.9g

ｶﾙｼｳﾑ：171mg
食塩相当量：1.5g

22 水

照り焼きチキンサンド
粉吹き芋　人参サラダ
マカロニ野菜スープ
バナナ　牛乳

ひじきチャーハン
麦茶

とりにく　チーズ　まぐろ
ぎゅうにゅう

コッペパン　マヨドレ　さとう
ちょうごうゆ　じゃがいも
スパゲティ　こめ

きゃべつ　にんじん　レーズン
こまつな　きゃべつ　コーン
たまねぎ　バナナ　ひじき
しいたけ

ｴﾈﾙｷﾞ-：399kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.9g
脂質：13.7g

ｶﾙｼｳﾑ：174mg
食塩相当量：1.6g

24 金

　ミートソーススパゲティ
彩り野菜のサラダ
チンゲン菜のスープ
ヨーグルト　牛乳

野菜ピラフ　麦茶 ぶたひきにく　パルメザンチーズ
あつあげ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

スパゲティ　こめこ　　さとう
しょくパン　ちょうごうゆ
こめ

たまねぎ　にんじん　トマトかん
きゃべつ　こまつな　コーン
ちんげんさい　もやし

ｴﾈﾙｷﾞ-：396kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.4g
脂質：9.8g

ｶﾙｼｳﾑ：269mg
食塩相当量：1.6g

25 土

プルコギ風どんぶり
小松菜と厚揚げの和え物
わかめスープ
ヨーグルト　牛乳

ツナそぼろごはん
麦茶

ぶたにく　あつあげ
かつおぶし　ちくわ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
まぐろ

こめ　さとう
ちょうごうゆ

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-：400kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.7g
脂質：12.4g

ｶﾙｼｳﾑ：223mg
食塩相当量：0.8g

27 月

ごはん
さばの塩焼き　かぼちゃ天ぷら
田舎煮　大根のみそ汁
カルピスゼリー　牛乳

バナナ蒸しパン　麦茶 さば　だいず　　　あつあげ
とりにく　　　　　むぎみそ
ぎゅうにゅう
にゅうさんきんいんりょう

こめ　　さとう　　ちょうごうゆ
こむぎこ　こめこ

かぼちゃ　れんこん　にんじん
だいこん　ほうれんそう
しめじ　　かんてん
バナナ　　レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：405kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.3g
脂質：13.3g

ｶﾙｼｳﾑ：167mg
食塩相当量：1.0g

28 火

五目チャーハン　蓮根の肉団子
焼きさつま芋　三種のナムル
もやしとわかめの中華スープ
りんご　牛乳

うどん　　　麦茶 かまぼこ　とりひきにく
とうふ　むぎみそ　ちくわ
ぎゅうにゅう

こめ　さとう　ちょうごうゆ
かたくりこ　さつまいも　うどん

ねぶかねぎ　にんじん　コーン
ほししいたけ　グリンピース
れんこん　しょうが　だいこん
こまつな　もやし　わかめ
りんご　はねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：399kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.1g
脂質：10.8g

ｶﾙｼｳﾑ：191mg
食塩相当量：2.4g

社会福祉法人おひさま会 　美園おひさま保育園　

日 曜
献立名

栄養価

＊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。

＊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）

＊月に一回、お楽しみ給食があります。

＊ マークは花小金井オリーブ組リクエストメニューです。来月は美園オリーブ組のリクエストメニューになります。

歳の数だけ

豆ボーロ


