
社会福祉法人おひさま会　美園おひさま保育園

令和2年8月　　離乳後期 予　定　献　立　表 担当　工藤　喜美

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 土
そぼろうどん
大根スティックとコーンの煮物
かぼちゃのスープ　ヨーグルト　麦茶

食パンとバナナ　麦茶 とりひきにく　とうふ
ヨーグルト

うどん　かたくりこ
さとう　しょくぱん

にんじん　だいこん　コーン
かぼちゃ　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：213kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：9.6g
脂質：5.1g

ｶﾙｼｳﾑ：81mg
食塩相当量：1g

3 月

軟飯　たらと野菜のトマトあんかけ
豆腐とさつまいもの煮物
小松菜のスープ　りんごゼリー　麦茶

りんごときなこの軟飯
麦茶

すけとうだら　とうふ　きなこ こめ　さとう
かたくりこ　さつまいも

たまねぎ　にんじん　トマト缶
こまつな　コーン
りんごジュース　かんてん
りんご

ｴﾈﾙｷﾞ-：284kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：11.2g
脂質：2.3g

ｶﾙｼｳﾑ：65mg
食塩相当量：0.7g

4 火

軟飯　ささみと野菜のトマト煮
ゆでとうもろこし
キャベツのスープ　ヨーグルト　麦茶

高野豆腐のミルク煮
麦茶

ささみ　ヨーグルト
こうやどうふ　ぎゅうにゅう

こめ　じゃがいも
さとう　かたくりこ

たまねぎ　にんじん　トマト缶
コーン　キャベツ ｴﾈﾙｷﾞ-：261kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：13g
脂質：3.9g

ｶﾙｼｳﾑ：108mg
食塩相当量：0.7g

5 水

食パンスティック
鶏レバーとブロッコリーの煮物
野菜スティックと白菜の煮物
高野豆腐のみそ汁　バナナ　麦茶

じゃことおくらの
　　　　　　　納豆軟飯
麦茶

とりればー　こうやどうふ
むぎみそ　しらす　なっとう

しょくぱん
かたくりこ　こめ

ブロッコリー　はくさい
にんじん　きゅうり　コーン
バナナ　オクラ

ｴﾈﾙｷﾞ-：255kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.5g
脂質：3.5g

ｶﾙｼｳﾑ：59mg
食塩相当量：1.2g

6 木

軟飯　肉団子のたまねぎ煮
白和え風煮　なすのみそ汁
ぶどう　麦茶

粉ふき芋　麦茶 とりひきにく　とうふ
むぎみそ

こめ　かたくりこ
じゃがいも

たまねぎ　にんじん　かぶ
なす　ぶどう ｴﾈﾙｷﾞ-：223kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：7.5g
脂質：3.3g

ｶﾙｼｳﾑ：34mg
食塩相当量：0.7g

7 金

軟飯　豆腐のみそ煮
人参スティック　小松菜のすまし汁
りんごの煮物　麦茶

バナナヨーグルト　麦茶 とうふ　むぎみそ
とりひきにく　ヨーグルト

こめ　かたくりこ
さとう　グラニューとう

たまねぎ　にんじん　こまつな
りんご　バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：231kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：8.6g
脂質：4.5g

ｶﾙｼｳﾑ：112mg
食塩相当量：0.6g

8 土

豆腐のあんかけ丼
ブロッコリーとコーンの煮物
じゃが芋のみそ汁
ヨーグルト　麦茶

食パンとバナナ　麦茶 とりひきにく　とうふ
むぎみそ　ヨーグルト

こめ　かたくりこ
じゃがいも　さとう
しょくぱん

にんじん　ブロッコリー
コーン　たまねぎ　わかめ
バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：314kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.5g
脂質：5.7g

ｶﾙｼｳﾑ：90mg
食塩相当量：0.7g

11 火

軟飯　鮭とさつまいもの煮物
人参スティック　豆腐のみそ汁
ヨーグルト　麦茶

ソーミンチャンプルー風
麦茶

さけ　とうふ　むぎみそ
ヨーグルト　まぐろ

こめ　さつまいも
かたくりこ　さとう
そうめん

にんじん　こまつな
ピーマン　たまねぎ ｴﾈﾙｷﾞ-：259kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：12.1g
脂質：3.4g

ｶﾙｼｳﾑ：103mg
食塩相当量：1.1g

12 水

軟飯　高野豆腐とひき肉の煮物
人参とかぼちゃの煮物
コーンのスープ　バナナ　麦茶

ころころきなこラスク
麦茶

こうやどうふ　とりひきにく
きなこ

こめ　かたくりこ
さとう　しょくぱん
グラニューとう

にんじん　かぼちゃ
かぶ　コーン
バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：293kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.3g
脂質：5.1g

ｶﾙｼｳﾑ：46mg
食塩相当量：0.8g

13 木

軟飯　鶏と野菜のみそ煮
りんごとほうれん草の煮物
なすのみそ汁　りんごの煮物　麦茶

ふかし芋　麦茶 とりひきにく　とうふ
むぎみそ

こめ　さとう
かたくりこ　さつまいも

にんじん　たまねぎ　りんご
ほうれんそう　キャベツ　なす
だいこん

ｴﾈﾙｷﾞ-：260kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：7.5g
脂質：3g

ｶﾙｼｳﾑ：62mg
食塩相当量：0.5g

14 金

軟飯　豆腐の磯煮
スティック人参とキャベツのサラダ
ほうれん草のお汁　ぶどう　麦茶

かぼちゃかん　麦茶 とうふ　とうにゅう こめ　かたくりこ
さとう

たまねぎ　あおのり　キャベツ
にんじん　ほうれんそう
コーン　ぶどう　かぼちゃ
かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：239kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：8.4g
脂質：3.5g

ｶﾙｼｳﾑ：87mg
食塩相当量：0.6g

15 土

ささみうどん　豆腐とコーンの煮物
野菜スティック
ヨーグルト　麦茶

食パンとバナナ　麦茶 ささみ　とうふ　ヨーグルト うどん　かたくりこ
さとう　しょくぱん

にんじん　たまねぎ　コーン
だいこん　きゅうり　バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：259kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：13.8g
脂質：3.7g

ｶﾙｼｳﾑ：102mg
食塩相当量：1.5g

17 月

軟飯　たらのとろみ煮
きゅうりスティックとコーンの煮物
根菜のみそ汁　ヨーグルト　麦茶

麩の豆乳煮　麦茶 すけとうだら　とりひきにく
むぎみそ　ヨーグルト
とうにゅう

こめ　かたくりこ
さとう　やきふ

コーン　きゅうり
だいこん　にんじん ｴﾈﾙｷﾞ-：229kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：12.7g
脂質：4.6g

ｶﾙｼｳﾑ：71mg
食塩相当量：0.8g

18 火

鶏あんかけうどん
じゃが芋の煮物　なすの煮物
りんごゼリー　麦茶

かぼちゃ軟飯　麦茶 ささみ　ぎゅうにゅう
とりひきにく

うどん　かたくりこ
じゃがいも　こめ

たまねぎ　なす
りんごジュース　かんてん
かぼちゃ

ｴﾈﾙｷﾞ-：237kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：11.4g
脂質：2.8g

ｶﾙｼｳﾑ：73mg
食塩相当量：1.2g

19 水

食パンスティック
肉団子と野菜の煮物
にんじんスティック
じゃが芋のポタージュ　バナナ　麦茶

しらす軟飯　麦茶 とりひきにく　とうふ
ぎゅうにゅう　しらす

しょくぱん
かたくりこ
じゃがいも　こめ

たまねぎ　にんじん
バナナ　コーン ｴﾈﾙｷﾞ-：271kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：11.4g
脂質：5.9g

ｶﾙｼｳﾑ：73mg
食塩相当量：0.8g

20 木

軟飯　鶏と野菜の煮物
ほうれん草のサラダ
豆腐のすまし汁　ぶどう　麦茶

みたらしマカロニ　麦茶 とりひきにく　とうふ こめ　かたくりこ
マカロニ　さとう

たまねぎ　にんじん
ほうれんそう　コーン
こまつな　ぶどう　あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：267kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：9.6g
脂質：3.8g

ｶﾙｼｳﾑ：55mg
食塩相当量：0.9g

21 金

鶏とキャベツの軟飯
とうもろこしの煮物
じゃが芋のコロコロ煮
高野豆腐のみそ汁
ヨーグルト　麦茶

ツナの軟飯　麦茶 とりひきにく　こうやどうふ
むぎみそ　ヨーグルト　まぐろ

こめ　かたくりこ
じゃがいも　さとう

キャベツ　あおのり　コーン
たまねぎ　にんじん

ｴﾈﾙｷﾞ-：316kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.3g
脂質：5.4g

ｶﾙｼｳﾑ：78mg
食塩相当量：1g

22 土

肉野菜どんぶり　人参スティック
かぼちゃのスープ
ヨーグルト　麦茶

食パンとバナナ　麦茶 とりひきにく　ヨーグルト こめ　さとう
かたくりこ
しょくぱん

だいこん　にんじん
たまねぎ　かぼちゃ　バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：290kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：10g
脂質：4.7g

ｶﾙｼｳﾑ：73mg
食塩相当量：0.7g

24 月

軟飯　鮭と彩り野菜の煮物
にんじんスティックと野菜の煮物
豆腐のみそ汁　りんごゼリー　麦茶

人参蒸しパン　麦茶 さけ　とうふ　むぎみそ
ぎゅうにゅう

こめ　さとう
こむぎこ

きゅうり　トマト　たまねぎ
キャベツ　にんじん　コーン
だいこん　りんごジュース
かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：266kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.3g
脂質：2.8g

ｶﾙｼｳﾑ：69mg
食塩相当量：0.8g

25 火

鶏と野菜のあんかけどんぶり
ブロッコリーのサラダ
たまねぎのスープ　ヨーグルト　麦茶

じゃが芋とコーンのおやき
麦茶

とりひきにく　ヨーグルト こめ　かたくりこ
さとう　じゃがいも

にんじん　たまねぎ　なす
トマト　かぼちゃ
ブロッコリー　きゅうり
コーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：276kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.4g
脂質：4.2g

ｶﾙｼｳﾑ：79mg
食塩相当量：0.7g

26 水

食パンスティック
納豆としらすの煮物
もやしときゅうりの煮物
じゃがいもの豆乳スープ
バナナ　牛乳

コーン軟飯　麦茶 なっとう　しらす
とうにゅう　ぎゅうにゅう

しょくぱん
かたくりこ
じゃがいも　こめ

たまねぎ　もやし　きゅうり
バナナ　コーン　にんじん

ｴﾈﾙｷﾞ-：314kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13g
脂質：6.8g

ｶﾙｼｳﾑ：143mg
食塩相当量：1.3g

27 木

ささみあんかけどん
キャベツのサラダ　大根のスープ
ヨーグルト　麦茶

みかんのヨーグルトゼリー
麦茶

ささみ　ヨーグルト こめ　かたくりこ
さとう

たまねぎ　にんじん
キャベツ　かぼちゃ
だいこん　わかめ
みかんジュース　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：231kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.6g
脂質：1.8g

ｶﾙｼｳﾑ：101mg
食塩相当量：0.6g

28 金

軟飯　鶏団子のおろし煮
じゃがいもとなすの煮物
かぼちゃのみそ汁　ぶどう　麦茶

さつまいも軟飯　麦茶 とりひきにく　むぎみそ こめ　かたくりこ
じゃがいも　さつまいも

だいこん　なす　はくさい
かぼちゃ　ぶどう ｴﾈﾙｷﾞ-：283kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：8.3g
脂質：3g

ｶﾙｼｳﾑ：34mg
食塩相当量：0.8g

29 土

ジャージャーうどん　かぼちゃサラダ
わかめのみそ汁
ヨーグルト　麦茶

食パンとバナナ　麦茶 とりひきにく　むぎみそ
ヨーグルト

うどん　かたくりこ
さとう　しょくぱん

たまねぎ　にんじん
かぼちゃ　きゅうり
わかめ　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：279kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.9g
脂質：5g

ｶﾙｼｳﾑ：79mg
食塩相当量：1.3g

31 月

軟飯　たらとかぼちゃの煮物
小松菜の納豆和え
じゃが芋と玉葱のみそ汁
りんごゼリー　麦茶

しらすの磯軟飯　麦茶 すけとうだら　なっとう
むぎみそ　しらす

こめ　かたくりこ
じゃがいも

かぼちゃ　こまつな
にんじん　たまねぎ
りんごジュース　かんてん
あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：279kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.1g
脂質：1.8g

ｶﾙｼｳﾑ：60mg
食塩相当量：0.9g

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。


