
令和5年3月       後期食 予　定　献　立　表
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　担当　井下　瑞彩

あか きいろ みどり

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

食パンスティック
鶏ひき肉のそぼろ煮
人参と大根の煮物
小松菜と大豆のスープ
バナナ　麦茶

おかか軟飯　麦茶 とりひきにく　かつおぶし
だいず

しょくぱん　かたくりこ たまねぎ　　　　だいこん
こまつな　　　　バナナ
にんじん

ｴﾈﾙｷﾞ-：270kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.0g
脂質：1.9g

ｶﾙｼｳﾑ：54mg
食塩相当量：0.3g

2 木

うどん
白身魚と小松菜の煮物
じゃが芋と玉ねぎの煮物
人参ときゅうりの煮物
ヨーグルト　麦茶

チーズ軟飯　麦茶 ムキカレイ　　ヨーグルト
チーズ

うどん　　　じゃがいも
さとう　こめ　かたくりこ

こまつな　　　　たまねぎ
にんじん　　　　きゅうり

ｴﾈﾙｷﾞ-：172kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：9.2g
脂質：2.5g

ｶﾙｼｳﾑ：127mg
食塩相当量：0.4g

3 金

軟飯
鶏ひき肉と玉ねぎの味噌煮
かぼちゃとブロッコリーの煮物
小松菜とさつま芋のすまし汁
いちご　麦茶

豆乳蒸しパン　麦茶 とりひきにく　むぎみそ
とうにゅう

こめ　さとう　　こむぎこ
かたくりこ　さつまいも

たまねぎ　　かぼちゃ
ブロッコリー　こまつな
いちご ｴﾈﾙｷﾞ-：238kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：10.8g
脂質：1.2g

ｶﾙｼｳﾑ：87mg
食塩相当量：0.3g

4 土

鶏そぼろ軟飯
人参と大根の煮物
豆腐と玉ねぎのスープ
ヨーグルト　麦茶

しらす軟飯　麦茶 とりひきにく　　　とうふ
ヨーグルト　　　　しらす

こめ　　さとう
かたくりこ

こまつな　　　　きゅうり
だいこん　　　　たまねぎ ｴﾈﾙｷﾞ-：258kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：11.9g
脂質：2.8g

ｶﾙｼｳﾑ：120mg
食塩相当量：0.4g

6 月

軟飯
白身魚の煮付け
人参と白菜の煮物
大根とわかめのみそ汁
オレンジゼリー　麦茶

ヨーグルト蒸しパン　麦茶 ムキカレイ　　むぎみそ
ヨーグルト

こめ　こむぎこ　さとう
かたくりこ

にんじん　　　はくさい
だいこん　　　わかめ
オレンジジュース
かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：205kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.0g
脂質：1.3g

ｶﾙｼｳﾑ：67mg
食塩相当量：0.4g

7 火

軟飯
鶏ひき肉のトマト煮
じゃが芋と玉ねぎの煮物
キャベツと人参のスープ
りんご　麦茶

きなこ軟飯　麦茶 とりひきにく　きなこ こめ　じゃがいも　さとう
かたくりこ

かぼちゃ　　　トマト
たまねぎ　　　キャベツ
りんご　　　　にんじん

ｴﾈﾙｷﾞ-：240kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.9g
脂質：1.9g

ｶﾙｼｳﾑ：43mg
食塩相当量0.2g

8 水

軟飯
鶏ひき肉と人参の煮物
ブロッコリーとキャベツの煮物
豆腐とわかめのみそ汁
バナナ　麦茶

ツナ軟飯　麦茶 とりひきにく　　　とうふ
むぎみそ　　まぐろ

かたくりこ　　　こめ にんじん　　ブロッコリー
キャベツ　わかめ　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：221kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.7g
脂質：1.6g

ｶﾙｼｳﾑ：71mg
食塩相当量：0.4g

9 木

鶏ひき肉入りうどん
じゃが芋と大豆の煮物
キャベツと人参の煮びたし
ヨーグルト　麦茶

野菜軟飯　麦茶 とりひきにく　ヨーグルト
だいず

うどん　　じゃがいも
さとう　こめ　かたくりこ

キャベツ　　　にんじん

ｴﾈﾙｷﾞ-：182kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：9.6g
脂質：1.8g

ｶﾙｼｳﾑ：74mg
食塩相当量：0.2g

10 金

軟飯
ツナと小松菜の煮物
人参とじゃが芋の煮物
キャべツと玉ねぎのみそ汁
オレンジ　麦茶

食パンとバナナ　麦茶 まぐろ　　むぎみそ こめ　　　じゃがいも
しょくぱん　かたくりこ

こまつな　　　　にんじん
キャベツ　　　　たまねぎ
オレンジ　　　　バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：248kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：9.0g
脂質：1.4g

ｶﾙｼｳﾑ：79mg
食塩相当量：0.5g

11 土

肉野菜うどん
かぼちゃの煮物
かぶと人参の煮物
ヨーグルト　麦茶

わかめ軟飯　麦茶 とりひきにく　ヨーグルト うどん　　さとう　　こめ
かたくりこ

キャベツ　　　かぼちゃ
かぶ　　　　　にんじん
わかめ

ｴﾈﾙｷﾞ-：182kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：9.6g
脂質：1.8g

ｶﾙｼｳﾑ：77mg
食塩相当量：0.2g

13 月

軟飯
白身魚の酢豚風煮
大根と小松菜の煮物
わかめと玉ねぎのみそ汁
ミルクゼリー　麦茶

いちご蒸しパン　麦茶 ムキカレイ　むぎみそ
ぎゅうにゅう

こめ　　さとう　こむぎこ
かたくりこ

にんじん　　　　たまねぎ
トマト　　　　　だいこん
こまつな　　　　わかめ
いちご　　　　　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：223kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.7g
脂質：1.9g

ｶﾙｼｳﾑ：113mg
食塩相当量：0.4g

14 火

軟飯
鶏ひき肉とさつま芋の煮物
人参ときゅうりの煮物
キャベツとチンゲン菜のスープ
りんご　麦茶

ミルク軟飯　麦茶 とりひきにく
ぎゅうにゅう

こめ　さつまいも　さとう
かたくりこ

にんじん　　　きゅうり
キャベツ　　　チンゲンサイ
りんご ｴﾈﾙｷﾞ-：231kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：9.0g
脂質：1.5g

ｶﾙｼｳﾑ：76mg
食塩相当量：0.2g

15 水

食パンスティック
肉団子と玉ねぎの煮物
人参とキャベツの煮物
じゃが芋とほうれん草の豆乳スープ
バナナ　麦茶

ひじき軟飯　麦茶 とりひきにく　とうにゅう しょくぱん　じゃがいも
こめ　　かたくりこ

たまねぎ　　　　にんじん
キャベツ　　　ほうれんそう
バナナ　　　　　ひじき

ｴﾈﾙｷﾞ-：245kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：11.3g
脂質：2.0g

ｶﾙｼｳﾑ：79mg
食塩相当量：0.4g

16 木

軟飯
白身魚とほうれん草の味噌煮
人参とさつま芋の煮物
小松菜の豆腐のすまし汁
オレンジ　麦茶

食パンとバナナ　麦茶 ムキカレイ　　むぎみそ
とうふ

こめ　　さつまいも
しょくぱん　　かたくりこ

ほうれんそう　　にんじん
こまつな　　　　オレンジ
バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：255kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.7g
脂質：2.2g

ｶﾙｼｳﾑ：104mg
食塩相当量：0.4g

17 金

そぼろうどん
小松菜と南瓜の煮物
人参とじゃが芋の煮物
ヨーグルト　麦茶

コーンクリーム軟飯　麦茶 とりひきにく　ヨーグルト うどん　さとう　　こめ
かたくりこ　　じゃがいも

こまつな　　　　かぼちゃ
にんじん
クリームコーンかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：192kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：9.3g
脂質：1.9g

ｶﾙｼｳﾑ：95mg
食塩相当量：0.2g

18 土

鶏そぼろ軟飯
人参と玉ねぎの煮物
キャベツとじゃが芋のスープ
ヨーグルト　麦茶

ツナ軟飯　麦茶 とりひきにく　ヨーグルト
まぐろ

こめ　　　　じゃがいも
さとう　　　かたくりこ

たまねぎ　　　にんじん
キャベツ ｴﾈﾙｷﾞ-：187kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：9.6g
脂質：1.8g

ｶﾙｼｳﾑ：77mg
食塩相当量：0.2g

20 月

軟飯
鮭と玉ねぎの煮物
ブロッコリーと人参の煮物
小松菜と豆腐のみそ汁
りんごゼリー　麦茶

バナナ蒸しパン　麦茶 さけ　とうふ　　むぎみそ こめ　こむぎこ　さとう
かたくりこ

たまねぎ　　　　　にんじん
こまつな　　　　　バナナ
りんごジュース　　かんてん
ブロッコリー

ｴﾈﾙｷﾞ-：225kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.5g
脂質：2.1g

ｶﾙｼｳﾑ：91mg
食塩相当量：0.3g

22 水

食パンスティック
鶏ひき肉と人参の煮物
じゃが芋とブロッコリーの煮物
白菜と小松菜のスープ
バナナ　麦茶

きな粉軟飯　麦茶 とりひきにく　　きなこ しょくぱん　じゃがいも
こめ　さとう　かたくりこ

にんじん　　　ブロッコリー
はくさい　　　こまつな
バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：221kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：12.1g
脂質：1.6g

ｶﾙｼｳﾑ：40mg
食塩相当量：0.3g

23 木

軟飯
白身魚と南瓜の煮物
人参と小松菜の煮物
大根と豆腐のみそ汁
オレンジ　麦茶

野菜うどん　麦茶 ムキカレイ　　とうふ
むぎみそ

こめ　うどん　かたくりこ かぼちゃ　　　こまつな
にんじん　　　だいこん
オレンジ

ｴﾈﾙｷﾞ-：196kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.0g
脂質：2.1g

ｶﾙｼｳﾑ：103mg
食塩相当量：0.3g

24 金

うどん
鶏ひき肉と玉ねぎのあんかけ煮
じゃが芋と人参の煮物
キャベツとコーンの煮物
りんご　麦茶

青菜軟飯　麦茶 とりひきにく こめ　　　うどん
じゃがいも　　かたくりこ

たまねぎ　　　にんじん
キャベツ　　　こまつな
クリームコーンかん
りんご

ｴﾈﾙｷﾞ-：223kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.0g
脂質：1.5g

ｶﾙｼｳﾑ：72mg
食塩相当量：0.4g

25 土

鶏ひき肉入り軟飯
大根とキャベツの煮物
さつま芋と人参の煮物
ヨーグルト　麦茶

しらす軟飯　麦茶 とりひきにく　ヨーグルト
しらす

さつまいも　　　さとう
こめ　　　　　かたくりこ

だいこん　　キャベツ
にんじん　　わかめ ｴﾈﾙｷﾞ-：280kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：11.0g
脂質：2.8g

ｶﾙｼｳﾑ：89mg
食塩相当量：0.3g

27 月

軟飯
白身魚の煮付
人参と豆腐の煮物
小松菜と白菜のみそ汁
ぶどうゼリー　麦茶

ヨーグルト蒸しパン　麦茶 ムキカレイ　　とうふ
むぎみそ　　　ヨーグルト

こめ　こむぎこ　さとう
かたくりこ

たまねぎ　　　　にんじん
こまつな　　　　はくさい
ぶどうジュース　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：218kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：9.0g
脂質：2.8g

ｶﾙｼｳﾑ：114mg
食塩相当量：0.5g

28 火

軟飯
鶏ひき肉と玉ねぎの煮物
人参ときゅうりの煮物
チンゲン菜と大豆のスープ
りんご　麦茶

チーズ軟飯　麦茶 とりひきにく　　チーズ
だいず

こめ　　　　　かたくりこ にんじん　　　　　きゅうり
チンゲンサイ　　　りんご
たまねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：222kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：9.2g
脂質：1.7g

ｶﾙｼｳﾑ：64mg
食塩相当量：0.3g

29 水

食パンスティック
鶏ひき肉とお麩の煮物
じゃが芋と人参の煮物
キャべツと玉ねぎのスープ
オレンジ　麦茶

ツナ軟飯　麦茶 とりひきにく　まぐろ しょくぱん　　やきふ
じゃがいも　　こめ
かたくりこ

にんじん　　　キャベツ
たまねぎ　　　オレンジ

ｴﾈﾙｷﾞ-：221kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.1g
脂質：1.6g

ｶﾙｼｳﾑ：40mg
食塩相当量：0.5g

30 木

軟飯
鮭と小松菜の煮物
ブロッコリーと玉ねぎの煮物
キャベツと大根のみそ汁
バナナ　麦茶

かぼちゃのミルク煮　麦茶 さけ　　　　むぎみそ
ぎゅうにゅう

こめ　　かたくりこ こまつな　　ブロッコリー
たまねぎ　　キャベツ
だいこん　　バナナ
かぼちゃ

ｴﾈﾙｷﾞ-：196kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.0g
脂質：2.1g

ｶﾙｼｳﾑ：103mg
食塩相当量：0.3g

31 金

軟飯
肉団子と豆腐の煮物
じゃが芋と玉ねぎの煮物
チンゲン菜と人参のスープ
オレンジ　麦茶

いちご蒸しパン　麦茶 とりひきにく　　とうふ こめ　　じゃがいも
こむぎこ　さとう
かたくりこ

たまねぎ　　　チンゲンサイ
にんじん　　　オレンジ
いちご

ｴﾈﾙｷﾞ-：223kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.0g
脂質：1.5g

ｶﾙｼｳﾑ：72mg
食塩相当量：0.4g

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


