
　　　

令和4年5月          　　完了期 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

2 月

　　　　♪お楽しみ給食♪
オムライス　こいのぼりウインナー
スナップエンドウ
さつまいものコロコロサラダ
キャベツのスープ　いちごのラッシー

ミルク寒天フルーツジュレ
麦茶

ぶたひきにく　クリーム
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
たまご　ウインナー　ちくわ
だっしふんにゅう　ゼラチン

こめ　ちょうごうゆ
さとう　バター　マヨドレ
さつまいも

キャベツ　にんじん　きゅうり
グリンピース　たまねぎ
しいたけ　やきのり　コーン
スナップエンドウ　いちご
レモン　メロンジュース
かんてん　パインアップルかん
おうとうかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：391kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15g
脂質：15.3g

ｶﾙｼｳﾑ：203mg
食塩相当量：1.1g

6 金

カレーうどん
大豆とひじきの炒り煮
ポテトフライ　ヨーグルト
牛乳

鶏おこわ　麦茶 とりひきにく　だいず
ちくわ　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
さとう　かたくりこ
じゃがいも　こめ　もちごめ

ほししいたけ　にんじん
たまねぎ　ほうれんそう　ひじき
グリンピース　しめじ ｴﾈﾙｷﾞ-：450kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：19g
脂質：11.6g

ｶﾙｼｳﾑ：223mg
食塩相当量：1.2g

7 土

すき焼き風丼
水菜のフレンチサラダ
大根のみそ汁　ヨーグルト　牛乳

ひじきおにぎり　麦茶 ぶたかたロース　やきとうふ
あぶらあげ　むぎみそ
まぐろ　ぎゅうにゅう
とりひきにく　ヨーグルト

こめ　やきふ　さとう
ちょうごうゆ　かたくりこ

にんじん　ねぶかねぎ
しいたけ　みずな　きゅうり
だいこん　はくさい　ひじき
わかめ　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：392kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.6g
脂質：12.g

ｶﾙｼｳﾑ：168mg
食塩相当量：0.5g

9 月

ごはん
鰆のムニエルトマトソースかけ
人参コーンソテー
南瓜とチーズのサラダ　けんちん汁
ぶどうゼリー　牛乳

りんご蒸しパン　麦茶 さわら　チーズ
とうふ　あぶらあげ　むぎみそ
ぎゅうにゅう　とうにゅう
だっしふんにゅう

こめ　こむぎこ
ちょうごうゆ　マヨドレ
さとう
とうにゅういりマーガリン

たまねぎ　だいこん　にんじん
ごぼう　こまつな　ねぶかねぎ
トマトかん　かぼちゃ　レーズン
コーン　りんご　ぶどうジュース
かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：408kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.1g
脂質：11.8g

ｶﾙｼｳﾑ：198mg
食塩相当量：0.5g

10 火

ごはん　豚のしょうが焼き　粉ふき芋
キャベツのおかかサラダ
厚揚げのみそ汁　ヨーグルト　牛乳

きなこマカロニ　麦茶 ぶたかたロース　かつおぶし
あつあげ　むぎみそ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
きなこ

こめ　さとう　マカロニ
ちょうごうゆ
じゃがいも

たまねぎ　しょうが
りんご　キャベツ　しめじ
にんじん　コーン　だいこん

ｴﾈﾙｷﾞ-：398kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.5g
脂質：15.5g

ｶﾙｼｳﾑ：223mg
食塩相当量：0.5g

11 水

フィッシュサンド　ブロッコリー
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

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

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

ｴﾈﾙｷﾞ-：456kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.8g
脂質：15.4g

ｶﾙｼｳﾑ：201mg
食塩相当量：0.9g

12 木

ふわふわ親子丼
はりはり漬け　チンゲン菜のスープ
オレンジ　牛乳

揚げさつまいも　麦茶 とりにく　たまご
だいず　ちくわ
ぎゅうにゅう

こめ　さとう　やきふ
ちょうごうゆ
さつまいも

たまねぎ　にんじん
いとみつば　もやし
きりぼしだいこん　わかめ
ちんげんさい　オレンジ

ｴﾈﾙｷﾞ-：394kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.3g
脂質：12.2g

ｶﾙｼｳﾑ：174mg
食塩相当量：0.6g

13 金

きびごはん　チキンチャップ
焼きポテト　春野菜のマヨネーズ和え
小松菜のみそ汁　パインアップル
牛乳

ベーコンチーズのケーキ
麦茶

とりにく　むぎみそ　チーズ
ベーコン　だっしふんにゅう
ぎゅうにゅう

こめ　きび　じゃがいも
ちょうごうゆ　さとう
マヨドレ　こむぎこ

たまねぎ　にんじん　しめじ
キャベツ　スナップエンドウ
こまつな　パインアップルかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：399kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.1g
脂質：14.0g

ｶﾙｼｳﾑ：201mg
食塩相当量：0.7g

14 土

甘辛肉うどん
ひじきの和え物
じゃがいものみそ汁
ヨーグルト　牛乳

ツナピラフ　麦茶 ぶたロース　あつあげ
むぎみそ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　まぐろ

うどん　さとう
かたくりこ　じゃがいも
やきふ　こめ
ちょうごうゆ

たまねぎ　にんじん
ひじき　はねぎ　しめじ
きゅうり　グリンピース

ｴﾈﾙｷﾞ-：405kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.7g
脂質：11.1g

ｶﾙｼｳﾑ：235mg
食塩相当量：1.0g

16 月

ごはん　さけの塩焼き
南瓜天ぷら　小松菜の納豆和え
白菜と玉葱のすまし汁
りんごゼリー　牛乳

オレンジケーキ
麦茶

さけ　なっとう　かつおぶし
かまぼこ　ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう　たまご

こめ　さとう　こむぎこ
ちょうごうゆ
かたくりこ

こまつな　にんじん
はくさい　たまねぎ
かぼちゃ　りんごジュース
かんてん
かにくいりみかんジュース

ｴﾈﾙｷﾞ-：409kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.2g
脂質：12.3g

ｶﾙｼｳﾑ：172mg
食塩相当量：0.6g

17 火

ごはん　レバーの香り揚げ
ブロッコリー　キャベツの甘酢和え
もやしと大豆のみそ汁
ヨーグルト　牛乳

コーンマヨトースト　麦茶 ぶたればー　だいず
むぎみそ　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
しょくぱん　マヨドレ

キャベツ　にんじん
しょうが　ブロッコリー
もやし　はねぎ　コーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：453kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.8g
脂質：16.2g

ｶﾙｼｳﾑ：165mg
食塩相当量：0.8g

18 水

コーンパン　ポークビーンズ
人参ときゅうりのピクルス風
えのきと厚揚げのスープ
バナナ　牛乳

おかかチーズおにぎり
麦茶

だいず　ぶたひきにく
あつあげ　ぎゅうにゅう
かつおぶし　チーズ

コーンパン　じゃがいも
ちょうごうゆ　さとう
かたくりこ　こめ
オリーブゆ

にんじん　たまねぎ　しめじ
トマトかん　きゅうり
キャベツ　えのきたけ
バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：384kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.0g
脂質：11.5g

ｶﾙｼｳﾑ：200mg
食塩相当量：0.9g

19 木

グリンピースごはん
彩りチーズオムレツ
豚肉とキャベツの炒め物
大根と油揚げのみそ汁
オレンジ　牛乳

さつまいもプリン
麦茶

たまご　まぐろ　チーズ
ぎゅうにゅう　ぶたロース
あぶらあげ　むぎみそ
だっしふんにゅう　ゼラチン

こめ　ちょうごうゆ
さつまいも　さとう

グリンピース　あかピーマン
たまねぎ　コーン　キャベツ
にんじん　しめじ　わかめ
だいこん　オレンジ

ｴﾈﾙｷﾞ-：398kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.2g
脂質：14g

ｶﾙｼｳﾑ：130mg
食塩相当量：0.5g

20 金

中華丼
三色野菜のナムル
豆腐とわかめの中華スープ
パインアップル　牛乳

かぼちゃのスコーン
麦茶

ぶたかた　かまぼこ
とうふ　ぎゅうにゅう

こめ　さとう　かたくりこ
こむぎこ　ちょうごうゆ

はくさい　にんじん　もやし
たけのこ　ほししいたけ
ねぶかねぎ　たまねぎ
こまつな　かぼちゃ　わかめ
パインアップルかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：382kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.7g
脂質：14g

ｶﾙｼｳﾑ：203mg
食塩相当量：1.1g

21 土

塩焼きそば　水菜と厚揚げの和え物
かぼちゃのみそ汁
ヨーグルト　牛乳

しらすわかめおにぎり
麦茶

ぶたもも　あつあげ
とうふ　むぎみそ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
しらす

ちゅうかめん　こめ
ちょうごうゆ　さとう

にんじん　たまねぎ
キャベツ　もやし　わかめ
ねぶかねぎ　あおのり
みずな　かぼちゃ　えのきたけ

ｴﾈﾙｷﾞ-：391kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.8g
脂質：9.9g

ｶﾙｼｳﾑ：193mg
食塩相当量：0.9g

23 月

ごはん
白身魚の唐揚げ
ほうれん草ともやしのゆかり和え
豚汁　オレンジゼリー   　牛乳

ヨーグルトパインケーキ
麦茶

くろだいず　ムキカレイ
あぶらあげ　ぶたかたロース
むぎみそ　ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう
ヨーグルト

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ　さとう
こむぎこ
　

ブロッコリー　もやし
ほうれんそう　だいこん
ごぼう　にんじん　かんてん
ねぶかねぎ　うめびしお
オレンジジュース
パインアップルかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：382kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.8g
脂質：8.7g

ｶﾙｼｳﾑ：219ｍｇ
食塩相当量：0.7g

24 火

ごはん
油淋鶏　春雨サラダ
わかめのスープ　ヨーグルト　牛乳

充実野菜ゼリー＆
　　　　りんごコンポート
麦茶

とりもも　ちくわ　あつあげ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

こめ　ちょうごうゆ
さとう　かたくりこ
はるさめ

ねぶかねぎ　もやし　にんじん
きゅうり　わかめ　こまつな
かんてん　りんご　レモン
じゅうじつやさいジュース

ｴﾈﾙｷﾞ-：402kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.9g
脂質：13.3g

ｶﾙｼｳﾑ：127mg
食塩相当量：0.7g

25 水

チーズドッグ　フライドポテト
ブロッコリー　人参サラダ
具だくさん豆乳スープ　バナナ　牛乳

鮭昆布ごはん　麦茶 ウインナー　スライスチーズ
とりむねにく　とうにゅう
ぎゅうにゅう　だいず　さけ

ドックパン　ちょうごうゆ
じゃがいも　こめ　マヨドレ
さとう

キャベツ　ブロッコリー
にんじん　レーズン　たまねぎ
ほうれんそう　はくさい　バナナ
しおこんぶ

ｴﾈﾙｷﾞ-：379kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：20.0g
脂質：11.9g

ｶﾙｼｳﾑ：157mg
食塩相当量：1.1g

26 木

コーンもやし味噌ラーメン
なすと鶏の炒め煮
ごぼうとひじきのサラダ
オレンジ　牛乳

きつねごはん　麦茶 ぶたひきにく　みそ
むぎみそ　とりもも　まぐろ
あぶらあげ　ぎゅうにゅう

ちゅうかめん　こめ
ちょうごうゆ
さとう　かたくりこ

コーン　もやし　ねぶかねぎ
こまつな　なす　たまねぎ
にんじん　グリンピース
ごぼう　ひじき　オレンジ

ｴﾈﾙｷﾞ-：337kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.9g
脂質：10.1g

ｶﾙｼｳﾑ：127mg
食塩相当量：0.5g

27 金

ハヤシライス　マカロ二サラダ
生揚げと小松菜のスープ
パインアップル
牛乳

ミルクくずもち　麦茶 ぶたかたロース　あつあげ
ぎゅうにゅう
うぐいすきなこ

こめ　マカロニ　さとう
じゃがいも　かたくりこ
ちょうごうゆ　マヨドレ
こむぎこ　バター

にんじん　たまねぎ　コーン
きゅうり　キャベツ
トマトかん　グリンピース
しめじ  こまつな
パインアップルかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：450kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.9g
脂質：16.3g

ｶﾙｼｳﾑ：140mg
食塩相当量：0.8g

28 土

麻婆丼
ブロッコリーの塩昆布サラダ
もやしと竹輪のスープ
ヨーグルト　牛乳

ツナと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　ちくわ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
まぐろ

こめ　さとう　かたくりこ
ちょうごうゆ

しいたけ　たまねぎ　コーン
ねぶかねぎ　しょうが
ブロッコリー　にんじん
しおこんぶ　もやし
キャベツ

ｴﾈﾙｷﾞ-：396kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.7g
脂質：11.7g

ｶﾙｼｳﾑ：215mg
食塩相当量：0.5g

30 月

ごはん
かじきのピザ焼き
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
カルピスゼリー　牛乳

おからバナナドーナツ
麦茶

めかじき　あつあげ
むぎみそ　ぎゅうにゅう
おから　とうにゅう
にゅうさんきんいんりょう

こめ　さとう
ちょうごうゆ　マヨドレ
こむぎこ

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

ｴﾈﾙｷﾞ-：372kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.2g
脂質：12.2g

ｶﾙｼｳﾑ：143mg
食塩相当量：0.6g

31 火

わかめうどん　とり天
ちくわとひじきの炒り豆腐
ヨーグルト　牛乳

豚肉炊き込みごはん　麦茶 かまぼこ　とりむね　とうふ
ちくわ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　ぶたかた

うどん　こむぎこ
ちょうごうゆ　さとう
こめ　かたくりこ

たまねぎ　わかめ　こまつな
ひじき　ほししいたけ　にんじん
さやえんどう　たけのこ

ｴﾈﾙｷﾞ-：419kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.7g
脂質：12.8g

ｶﾙｼｳﾑ：138mg
食塩相当量：0.9g

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。


