
令和5年3月        完了 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 水

テーブルロール
・豚カツ　 キャベツナムル
れんこんのマリネ
大根と豆のスープ
バナナ　牛乳

おかか菜めしおにぎり
麦茶

ぶたひきにく　だいず
かつおぶし　ぎゅうにゅう

しろパン　こむぎこ　こめ
パンこ　ちょうごうゆ
さとう

キャベツ　れんこん
にんじん　しめじ　　だいこん
こまつな　バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：388kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：16.3g
脂質：14.3g

ｶﾙｼｳﾑ：169mg
食塩相当量：0.5g

2 木

　塩ラーメン
お好み厚揚げ
にんじんときゅうりのピクルス風
ヨーグルト　牛乳

おかかチーズおにぎり
麦茶

ぶたひきにく　あつあげ
かつおぶし　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　チーズ

ちゅうかめん　マヨドレ
ちょうごうゆ　さとう　こめ
オリーブゆ

たまねぎ　にんじん　コーン
ねぶかねぎ　もやし　きゅうり
こまつな　あおのり
キャベツ

ｴﾈﾙｷﾞ-：406kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.4g
脂質：13.6g

ｶﾙｼｳﾑ：305mg
食塩相当量：0.9g

3 金

　
・ちらし寿司
鶏のから揚げ　温野菜サラダ
筍のすまし汁
いちご　牛乳

ひなまつりケーキ　麦茶 たまご　さけ　とりにく
かまぼこ　ぎゅうにゅう
クリーム　だっしふんにゅう
とうにゅう

こめ　きび　さとう
ちょうごうゆ　さつまいも
じゃがいも　こむぎこ
かたくりこ

にんじん　ブロッコリー
わかめ　たけのこ　かぼちゃ
しょうが　たまねぎ　レモン
さやえんどう　こまつな
うめびしお　いちご
まっちゃ

ｴﾈﾙｷﾞ-：439kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.0g
脂質：16.7g

ｶﾙｼｳﾑ：176mg
食塩相当量：0.4g

4 土

しょうが焼き丼
切り干し大根のさっぱり和え
豆腐とまいたけのすまし汁
ヨーグルト　牛乳

じゃこ菜めしおにぎり
麦茶

ぶたにく　まぐろ　とうふ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
しらす

こめ　さとう
ちょうごうゆ

たまねぎ　にんじん
しょうが　きりぼしだいこん
こまつな　まいたけ　はねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：397kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.6g
脂質：11.7g

ｶﾙｼｳﾑ：239mg
食塩相当量：0.6g

6 月

ごはん　　　　白身魚の唐揚げ
人参コーンソテー　白菜とひじきのサラダ
大根となめこのみそ汁
オレンジゼリー　牛乳

もものケーキ
麦茶

ムキカレイ
あぶらあげ　ぎゅうにゅう
ちくわ　だっしふんにゅう
むぎみそ

こめ　さとう　ちょうごうゆ
こむぎこ　かたくりこ

にんじん　こまつな　コーン
はくさい　ひじき　だいこん
なめこ　オレンジジュース
かんてん　ももかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：408kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.5g
脂質：12.9g

ｶﾙｼｳﾑ：133mg
食塩相当量：0.6g

7 火

キーマカレー　焼きかぼちゃ・れんこん
じゃが芋とコーンのソテー
キャベツのコンソメスープ
りんご　牛乳

きな粉マカロ二　　麦茶 ぶたひきにく　あつあげ
まぐろ　ぎゅうにゅう
きなこ

こめ　じゃがいも　バター
ちょうごうゆ　さとう
こめこ　マカロニ

たまねぎ　にんじん　コーン
グリンピース　もやし
かぼちゃ　キャベツ
れんこん　トマトかん　りんご

ｴﾈﾙｷﾞ-：375kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.7g
脂質：12.7g

ｶﾙｼｳﾑ：194mg
食塩相当1量：0.6g

8 水

ごはん
鶏肉のやわらか照り焼き　人参煮
ブロッコリーとコーンのサラダ
豆腐とわかめのみそ汁　バナナ　牛乳

コッペパン
（ジャム＆マーガリン）
麦茶

とりにく　まぐろ　とうふ
むぎみそ　ぎゅうにゅう

こめ　ちょうごうゆ　さとう
とうにゅうマーガリン
かたくりこ　コッペパン
いちごジャム

たまねぎ　にんじん　コーン
しょうが　わかめ　レモン
ねぶかねぎ　ブロッコリー
キャベツ　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：408kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.5g
脂質：1２.９g

ｶﾙｼｳﾑ：133mg
食塩相当1量：0.7g

9 木

かきたまうどん
かりかり豆（あまから）
キャベツと油揚げのあえ物
ヨーグルト　牛乳

鶏おこわ　　　麦茶 とりひきにく　だいず
たまご　ぎゅうにゅう
あぶらあげ
ヨーグルト

うどん　こむぎこ
ちょうごうゆ　かたくりこ
もちごめ　さとう　こめ

にんじん　えのきたけ　はねぎ
しいたけ　キャベツ　しめじ
ねぶかねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：388kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.9g
脂質：9.5g

ｶﾙｼｳﾑ：213mg
食塩相当量：1.2g

10 金

ごはん　栄養ふりかけ
チキンチャップ　小松菜のナムル
スパゲティサラダ　　牛乳
じゃが芋と玉葱のみそ汁　オレンジ

スノーボール　麦茶 とりむね　あぶらあげ
むぎみそ　ぎゅうにゅう
かつおぶし　しらすぼし
きなこ

こめ　かたくりこ　さとう
スパゲティ　マヨドレ
じゃがいも　こむぎこ
ちょうごうゆ　ふんとう
グラニューとう

にんじん　こまつな　コーン
キャベツ　たまねぎ　あおのり
オレンジ　きざみこんぶ
もやし

ｴﾈﾙｷﾞ-：394kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.9g
脂質：13.3g

ｶﾙｼｳﾑ：155mg
食塩相当量：0.5g

11 土

塩焼きそば　かぼちゃの甘煮
かぶのすまし汁　ヨーグルト
牛乳

わかめおにぎり
麦茶

ぶたにく　あつあげ
かまぼこ　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　こめ

キャベツ　たまねぎ　にんじん
もやし　はねぎ　レモン
かぼちゃ　グリンピース　かぶ
わかめ　かぶのは

ｴﾈﾙｷﾞ-：404kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.9g
脂質：11.8g

ｶﾙｼｳﾑ：250mg
食塩相当量：0.6g

13 月

ごはん　　めかじきの酢豚風
大根のツナサラダ
わかめとしめじのスープ
カルピスゼリー　牛乳

いちごのケーキ
麦茶

めかじき   まぐろ　あつあげ
ぎゅうにゅう
にゅうさんきんいんりょう

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ
さとう　こむぎこ　バター
いちごジャム

たまねぎ　にんじん　ピーマン
こまつな　コーン　しめじ
トマトかん　だいこん　わかめ
かんてん　いちご

ｴﾈﾙｷﾞ-：401kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.4g
脂質：13.9g

ｶﾙｼｳﾑ：176mg
食塩相当量：0.4g

14 火

ごはん
回鍋肉　蒸しさつま芋
春雨サラダ　チンゲン菜のスープ
りんご　牛乳

ミルクくずもち　麦茶 ぶたにく　むぎみそ
みそ　ちくわ　だいず
ぎゅうにゅう　きなこ

こめ　ちょうごうゆ　さとう
はるさめ　さつまいも
かたくりこ

キャベツ　ピーマン　りんご
にんじん　しょうが　もやし
チンゲンサイ　きゅうり

ｴﾈﾙｷﾞ-：378kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.5g
脂質：11.6g

ｶﾙｼｳﾑ：175mg
食塩相当量：0.4g

15 水

胚芽パン
ペンネミートソースグラタン
ウインナー　キャベツのサラダ
具だくさん豆乳スープ　バナナ　牛乳

ひじきおにぎり　麦茶 ぶたひきにく　とりむねにく
チーズ　だいず　ウインナー
とうにゅう　ぎゅうにゅう
とりひきにく

はいがパン　ペンネ
ちょうごうゆ　　さとう
こめ　じゃがいも　こむぎこ
バター

たまねぎ　にんじん
キャベツ　コーン　ひじき
トマトかん　はくさい
ほうれんそう　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：401kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.7g
脂質：15.0g

ｶﾙｼｳﾑ：171mg
食塩相当量：0.7g

16 木

ごはん　鶏肉の西京焼き
れんこんチップス
ほうれん草ともやしのゆかり和え　牛乳
小松菜と豆腐のすまし汁　オレンジ

ココアラスク　麦茶 とりにく　みそ　とうふ
ぎゅうにゅう

こめ　ちょうごうゆ　さとう
かたくりこ　フランスパン
とうにゅうマーガリン
グラニューとう

ほうれんそう　もやし  れんこん
にんじん　ねぶかねぎ
こまつな　あおのり　オレンジ
うめびしお

ｴﾈﾙｷﾞ-：381kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.5g
脂質：13.9g

ｶﾙｼｳﾑ：150mg
食塩相当量：0.6g

17 金

ジャージャー麺
南瓜のサラダ　オニオンスープ
ヨーグルト　牛乳

カレーチャーハン
麦茶

ぶたひきにく　むぎみそ
みそ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　まぐろ

ちゅうかめん　さとう　こめ
ちょうごうゆ　マヨドレ
かたくりこ

たまねぎ　にんじん　しいたけ
しょうが　きゅうり　ピーマン
こまつな　コーン　しめじ
かぼちゃ

ｴﾈﾙｷﾞ-：411kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.3g
脂質：10.6g

ｶﾙｼｳﾑ：216mg
食塩相当量：0.6g

18 土

ごはん　肉野菜炒め
ごぼうのマヨサラダ
刻み昆布とじゃがいものすまし汁
ヨーグルト　牛乳

ツナごはんおにぎり
麦茶

ぶたにく　あつあげ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
まぐろ

こめ　ちょうごうゆ
マヨドレ　さとう
じゃがいも

キャベツ　にんじん　たまねぎ
もやし　ごぼう　れんこん
コーン　きざみこんぶ

ｴﾈﾙｷﾞ-：378kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.5g
脂質：9.0g

ｶﾙｼｳﾑ：210mg
食塩相当量：0.5g

20 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
りんごゼリー　牛乳

バナナケーキ
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
バター　ちょうごうゆ
こむぎこ

たまねぎ　ピーマン　しょうが
ブロッコリー　にんじん
こまつな　レモン　しめじ
もやし　えのきたけ　バナナ
りんごュース　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：368kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.0g
脂質：11.1g

ｶﾙｼｳﾑ：177mg
食塩相当量：0.5g

22 水

キフリツナマヨサンド
たこウインナー　花人参　ブロッコリー
粉ふき芋　豆乳野菜スープ
バナナ　牛乳

二色ぼたもち
（あんこ＆きなこ）
麦茶

ちくわ　まぐろ　とうにゅう
ウイニー　ぎゅうにゅう
きなこ

キフリパン　こめ　もちごめ
ちょうごうゆ　さとう
じゃがいも　マヨドレ
あずき

にんじん　こまつな　コーン
たまねぎ　しめじ　きゅうり
ブロッコリー　キャベツ
あおのり　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：414kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.5g
脂質：12.0g

ｶﾙｼｳﾑ：144mg
食塩相当量：0.6g

23 木

ゆかりごはん
ぎせい豆腐　焼きかぼちゃ
小松菜としめじの炒め煮
大根油揚げのみそ汁
オレンジ　牛乳

あんかけうどん　麦茶 たまご　ぶたひきにく
とうふ　あぶらあげ　まぐろ
むぎみそ　ぎゅうにゅう

こめ　ちょうごうゆ　さとう
うどん　かたくりこ

さやいんげん　しいたけ
だいこん　かぼちゃ　にんじん
こまつな　しめじ　こねぎ
ほししいたけ　うめびしお
ねぶかねぎ　オレンジ

ｴﾈﾙｷﾞ-：407kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.6g
脂質：13.1g

ｶﾙｼｳﾑ：178mg
食塩相当量：0.9g

24 金

きのこベーコンクリームスパゲティ
チーズスティック　人参のサラダ
キャベツとコーンのスープ
りんご　牛乳

ツナごぼうごはんのおにぎり
麦茶

ベーコン　ぎゅうにゅう
クリーム　チーズ　あつあげ
まぐろ

スパゲティ　しょくパン　こめ
ちょうごうゆ　バター　こめこ
さとう　オリーブゆ

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　りんご　ごぼう　バジル
しょうが

ｴﾈﾙｷﾞ-：415kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.3g
脂質：14.6g

ｶﾙｼｳﾑ：217mg
食塩相当量：0.5g

25 土

焼きうどん
ウインナー　さつま芋と厚揚げの煮物
大根としめじのみそ汁
ヨーグルト　牛乳

刻み昆布じゃこおにぎり
麦茶

ぶたにく　あつあげ
ウインナー　むぎみそ
しらすぼし　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

うどん　さとう
こめ　さつまいも

にんじん　しめじ　ねぶかねぎ
キャベツ　きざみこんぶ
だいこん

ｴﾈﾙｷﾞ-：402kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.8g
脂質：11.7g

ｶﾙｼｳﾑ：268mg
食塩相当量：0.8g

27 月

ごはん　白身魚カレー天ぷら
ちくわとひじきの炒り豆腐
小松菜のみそ汁
いちごカルピスゼリー　牛乳

ヨーグルトスコーン
麦茶

すけそうだら　ちくわ
むぎみそ　とうふ　あぶらあげ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

こめ　さとう　こむぎこ
バター　ちょうごうゆ
かたくりこ　　いちごジャム
にゅうさんきんいんりょう

はくさい　にんじん　ひじき
ほししいたけ　たまねぎ
こまつな　さやえんどう
かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：385kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.7g
脂質：12.6g

ｶﾙｼｳﾑ：195mg
食塩相当量：0.4g

28 火

ごはん　油淋鶏　　ブロッコリー
きのこのナムル
チンゲン菜の中華スープ
りんご　牛乳

カルシウムトースト
麦茶

とりにく　だいず　チーズ
あつあげ　ぎゅうにゅう
しらすぼし

こめ　さとう　かたくりこ
ちょうごうゆ　しょくパン
バター

たまねぎ　にんじん　もやし
ブロッコリー　チンゲンさい
しめじ　えのきたけ　エリンギ
ねぶかねぎ　あおのり　りんご

ｴﾈﾙｷﾞ-：384kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.1g
脂質：15.4g

ｶﾙｼｳﾑ：177mg
食塩相当量：0.4g

29 水

おひさまバーガー
コールスローサラダ
フライドポテト　コーンスープ
ぶどうカルピスゼリー　牛乳

バナナ春巻き　麦茶 ぶたひきにく　ぎゅうにゅう
クリーム　とうにゅう
だっしふんにゅう　とうふ
にゅうさんきんいんりょう

しろパン　じゃがいも
ちょうごうゆ　かたくりこ
パンこ　こむぎこ　バター
マヨドレ　コーンクリーム
はるまきのかわ

たまねぎ　にんじん　コーン
キャベツ　きゅうり　かんてん
ぶどうジュース　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：436kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.7g
脂質：17.9g

ｶﾙｼｳﾑ：186mg
食塩相当量：0.8g

30 木

鮭と青菜の春色ごはん
ベーコン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
もやしときのこのスープ　バナナ　牛乳

かぼちゃのプリン
麦茶

さけ だいず　たまご
だっしふんにゅう　チーズ
クリーム　ベーコン
ぎゅうにゅう　ゼラチン

こめ　きび　しょくパン
ちょうごうゆ　さとう
さとう

こまつな　たまねぎ　キャベツ
きゅうり　えのきたけ
しいたけ　もやし　パインかん
レーズン　バナナ　かぼちゃ
ブロッコリー

ｴﾈﾙｷﾞ-：411kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.0g
脂質：13.8g

ｶﾙｼｳﾑ：270mg
食塩相当量：0.5g

31 金

麻婆豆腐丼
もやピーのツナマヨ和え
春雨とチンゲン菜の中華スープ
オレンジ　牛乳

いちごクリームサンド
麦茶

ぶたひきにく　とうふ
みそ　むぎみそ　まぐろ
ぎゅうにゅう　クリーム

こめ　ちょうごうゆ　さとう
マヨドレ　かたくりこ
はるさめ　しょくパン
いちごジャム

にら　しいたけ　たまねぎ
ねぶかねぎ　にんじん　コーン
しょうが　チンゲンサイ
もやし　えのきたけ　ピーマン
あかピーマン　しおこんぶ
オレンジ　いちご

ｴﾈﾙｷﾞ-：391kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.8g
脂質：12.8g

ｶﾙｼｳﾑ：151mg
食塩相当量：0.6g

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。（１・２歳児クラス）

＊月に一回、お楽しみ給食があります。

＊ マークはオリーブ組リクエストメニューです。


