
社会福祉法人おひさま会　美園おひさま保育園

令和2年11月        0.1歳児 予　定　献　立　表 担当　中村　夏江

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

ごはん　鮭のピザ焼き
にんじんドレッシングdeサラダ
じゃが芋と玉葱のみそ汁
パインアップル入り牛乳寒　牛乳

きなこシュガードーナツ
麦茶

さけ　あぶらあげ　むぎみそ
ぎゅうにゅう
とうふ　きなこ

こめ　マヨドレ
ごまあぶら　マカロニ
ちょうごうゆ　さとう
じゃがいも
こむぎこ　グラニューとう

たまねぎ　ピーマン　こまつな
キャベツ　コーン　しめじ
にんじん　パインアップルかん
かんてん　レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：444kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.2g
脂質：13.1g

ｶﾙｼｳﾑ：188mg
食塩相当量：1.2g

4 水

ごまパン　ツナポテトコロッケ
かぶとキャベツのサラダ
白菜のポタージュ
カスタードプリン　牛乳

菜飯おにぎり
麦茶

まぐろ　だっしふんにゅう
ぎゅうにゅう　ぶたひきにく

ごまぱん　じゃがいも
こむぎこ　パンこ
ちょうごうゆ　さとう
プリン　こめ　ごま

たまねぎ　にんじん　かぶ
キャベツ　コーン　はくさい
こまつな

ｴﾈﾙｷﾞ-：439kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.7g
脂質：14.7g

ｶﾙｼｳﾑ：233mg
食塩相当量：1.4g

5 木

五目チャーハン
れんこんの肉団子　3種のナムル
もやしとわかめの中華スープ
オレンジ　牛乳

焼き芋
プルーン　麦茶

たまご　かまぼこ
ぶたひきにく　とりひきにく
とうふ　むぎみそ　ちくわ
ぎゅうにゅう

こめ　ごまあぶら
かたくりこ
ちょうごうゆ
さつまいも

ねぶかねぎ　干ししいたけ
グリンピース　れんこん
ブロッコリー　だいこん
こまつな　にんじん　もやし
わかめ　オレンジ　プルーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：372kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.2g
脂質：10.2g

ｶﾙｼｳﾑ：181mg
食塩相当量：0.9g

6 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

チキンおこわ　麦茶 ぶたかたロース　あぶらあげ
むぎみそ　まぐろ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　とりもも

うどん　ちょうごうゆ
さつまいも　こめこ
マヨドレ　さとう　こめ
もちごめ

だいこん　にんじん　しめじ
こまつな　あおのり　ごぼう
ひじき　たまねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：441kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.7g
脂質：12.8g

ｶﾙｼｳﾑ：208mg
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
わかめのみそ汁　ヨーグルト　牛乳

ブルーベリージャムサンド
麦茶

ぶたかたロース　やきとうふ
まぐろ　あぶらあげ　とうふ
むぎみそ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

こめ　　やきふ　さとう
かたくりこ
しょくぱん
ブルーベリージャム

にんじん　ねぶかねぎ
しいたけ　みずな　きゅうり
わかめ　しめじ　たまねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：389kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.9g
脂質：11g

ｶﾙｼｳﾑ：191mg
食塩相当量：1g

9 月

ごはん
さばの塩焼き　かぼちゃ添え
キャベツと人参のゆかり和え
具だくさんみそ汁　もも寒天　牛乳

バナナの蒸しパン
麦茶

さば　あつあげ
むぎみそ　ぎゅうにゅう
とうにゅう

こめ　さとう　こむぎこ かぼちゃ　キャベツ　にんじん
しめじ　うめ　だいこん
ごぼう　ねぶかねぎ　かんてん
ももかん　バナナ　レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：374kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.9g
脂質：10.1g

ｶﾙｼｳﾑ：137mg
食塩相当量：0.9g

10 火

五目ごはん（アルファ化米）
揚げなすと豆腐のそぼろあん
さつまいものオレンジ煮
大豆と野菜のみそ汁  ヨーグルト  牛乳

パインアップルと
　　　　　　りんごぜリー
麦茶

あぶらあげ　とりもも　とうふ
ぶたひきにく　だいず
むぎみそ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

アルファ化米
ちょうごうゆ　さとう
かたくりこ　さつまいも

ごぼう　にんじん　なす
ピーマン　はねぎ　しょうが
オレンジジュース　たまねぎ
こまつな　パインアップルかん
かんてん　りんごジュース

ｴﾈﾙｷﾞ-：443kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.9g
脂質：10.9g

ｶﾙｼｳﾑ：215mg
食塩相当量：0.9g

11 水

チキンカツバーガー
人参サラダ　フレンチ風
かぼちゃのコンソメスープ
バナナ　牛乳

ごまじゃこおにぎり　麦茶 とりむね　あつあげ
ぎゅうにゅう　しらす

チーズぱん　こむぎこ
パンこ　ちょうごうゆ
オリーブゆ　さとう
こめ　ごま

こまつな　にんじん　レーズン
かぼちゃ　たまねぎ　バナナ
あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：414kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.9g
脂質：13.9g

ｶﾙｼｳﾑ：173mg
食塩相当量：1.7g

12 木

ごはん　鶏肉のやわらか照りつけ
ブロッコリーとゆで卵のサラダ
白菜とわかめのみそ汁　かき　牛乳

アップルスイートポテト
麦茶

とりもも　たまご　あぶらあげ
むぎみそ　ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ　さとう
マヨドレ　さつまいも
バター

にんじん　ブロッコリー
れんこん　はくさい　わかめ
かき　りんご

ｴﾈﾙｷﾞ-：401kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15g
脂質：13.4g

ｶﾙｼｳﾑ：137mg
食塩相当量：1.2g

13 金

赤飯　ぶりの照り焼き（ゆず風味）
柿と大根の紅白なます
祝汁　りんご　牛乳

フルーツケーキ　麦茶 あずき　ぶり　かまぼこ
ぎゅうにゅう　いりだいず
とうにゅう　クリーム

こめ　もちごめ　ごま
さとう　しらたまこ
かたくりこ
ちょうごうゆ

ゆず　かぼちゃ　だいこん
かき　かぶ　りんご　ももかん
みかんかん
パインアップルかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：446kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.1g
脂質：14.1g

ｶﾙｼｳﾑ：145mg
食塩相当量：1.3g

14 土

焼きうどん　オムレツ
ひじきの和え物
豆腐の味噌汁
ヨーグルト　牛乳

りんごジャムサンド　麦茶 ぶたかたロース　かつおぶし
オムレツ　あつあげ　とうふ
あぶらあげ　むぎみそ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

うどん　ちょうごうゆ
さとう　ごま　ごまあぶら
しょくぱん　りんごジャム

たまねぎ　にんじん　キャベツ
あおのり　ひじき　みつば ｴﾈﾙｷﾞ-：401kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：21.5g
脂質：12.6g

ｶﾙｼｳﾑ：255mg
食塩相当量：1.7g

16 月

ごはん　さんまの香味揚げ
ちくわとひじきの炒り豆腐
大根とキャベツのみそ汁
オレンジゼリー　牛乳

チヂミ　麦茶 さんま　とうふ
ちくわ　むぎみそ
ぎゅうにゅう　しらす　チーズ

こめ　ごま　こむぎこ
ちょうごうゆ　さとう
かたくりこ　じゃがいも
ごまあぶら

しそ　ひじき　干ししいたけ
にんじん　たまねぎ
グリンピース　キャベツ
だいこん　オレンジジュース
かんてん　にら

ｴﾈﾙｷﾞ-：411kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.2g
脂質：14.9g

ｶﾙｼｳﾑ：159mg
食塩相当量：1.2g

17 火

鮭ときのこのクリームパスタ
かぼちゃとおからのサラダ
野菜スープ
ヨーグルト　牛乳

たこ焼き風ポテト
麦茶

さけ　ぎゅうにゅう　クリーム
おから　ちくわ　ヨーグルト
かつおぶし

マカロニ　ちょうごうゆ
バター　こむぎこ　さとう
じゃがいも　マヨドレ

たまねぎ　こまつな　しめじ
かぼちゃ　レーズン　にんじん
コーン　あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：414kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.9g
脂質：11g

ｶﾙｼｳﾑ：234mg
食塩相当量：1.7g

18 水

レーズンパン　タンドリーチキン
じゃがバター
なすとトマトのスープ
バナナ　牛乳

きつねご飯　麦茶 とりもも　とうにゅう
あつあげ　ぎゅうにゅう
あぶらあげ

ぶどうパン　さとう
ちょうごうゆ
じゃがいも　バター
ごま　こめ

レモン　にんじん　たまねぎ
なす　しめじ　トマト缶
バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：403kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.3g
脂質：13.4g

ｶﾙｼｳﾑ：135mg
食塩相当量：1.4g

19 木

しらすご飯
ツナ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
きのこのチャウダー　オレンジ　牛乳

納豆チーズトースト　麦茶 しらす　たまご　クリーム
ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう　チーズ
まぐろ　なっとう

こめ　ごま　しょくぱん
ちょうごうゆ　さとう
バター　こむぎこ
マヨドレ

はねぎ　ブロッコリー
たまねぎ　キャベツ　きゅうり
パインアップルかん　レーズン
しめじ　まいたけ　にんじん
こまつな　オレンジ　あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：398kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18g
脂質：13.5g

ｶﾙｼｳﾑ：257mg
食塩相当量：1.2g

20 金

美園おひさまカレー
コールスローサラダ(マヨネーズタイプ)

ミネストローネ
かぼちゃのポタージュ
ヨーグルト　麦茶

季節のフルーツサンド
麦茶

ぶたかたロース　ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう　ベーコン
ヨーグルト　クリーム

こめ　じゃがいも　バター
こむぎこ　マヨドレ
さとう　しょくぱん

たまねぎ　にんじん　キャベツ
コーン　きゅうり　トマト缶
かぼちゃ　くだもの ｴﾈﾙｷﾞ-：458kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：20.3g
脂質：12.4g

ｶﾙｼｳﾑ：225mg
食塩相当量：1.8g

21 土

ジャージャー麺
大根のツナサラダ
青菜と餃子のスープ
ヨーグルト　牛乳

あんずジャムサンド　麦茶 ぶたひきにく　むぎみそ
まぐろ　あつあげ　ぎょうざ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

ちゅうかめん　さとう
かたくりこ　ちょうごうゆ
しょくぱん　あんずジャム

たまねぎ　にんじん　しいたけ
しょうが　だいこん　コーン
こまつな　もやし　しめじ

ｴﾈﾙｷﾞ-：444kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：21.9g
脂質：14.2g

ｶﾙｼｳﾑ：224mg
食塩相当量：1.1g

24 火

ごはん　さつま揚げ
小松菜の胡麻和え　刻み昆布のみそ汁
苺カルピスゼリー　牛乳

ココアバナナケーキ　麦茶 すり身　とうふ
むぎみそ　ぎゅうにゅう
クリーム

こめ　ちょうごうゆ
さとう　ごま
にゅうさんきんいんりょう
いちごジャム
こむぎこ

たまねぎ　にんじん　コーン
こまつな　チンゲンサイ
きざみこんぶ　しめじ
かんてん　バナナ　レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：402kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.9g
脂質：10.3g

ｶﾙｼｳﾑ：173mg
食塩相当量：1g

25 水

♪お楽しみ給食♪
テーブルロール　いちごジャム添え
ボルシチ
オリヴィエサラダ(ポテトサラダ)
りんごのコンポート　牛乳

ピロシキ　麦茶 ぶたかたロース　だいず
とりむね　たまご
ぎゅうにゅう　ぶたひきにく

ロールパン　いちごジャム
じゃがいも　マヨドレ
さとう　こむぎこ　バター
はるさめ　ちょうごうゆ

キャベツ　にんじん　ビート
トマトジュース　たまねぎ
きゅうり　グリンピース
りんご　レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：499kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.5g
脂質：17.6g

ｶﾙｼｳﾑ：124mg
食塩相当量：1.8g

26 木

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

さつま芋とりんごの
　　　　　　　米粉ケーキ
麦茶

ぶたればー　チーズ
あぶらあげ　とうふ
むぎみそ　ぎゅうにゅう

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ　さとう
ごまあぶら　パンこ
さつまいも　こめこ
バター　きび

キャベツ　かぼちゃ　だいこん
れんこん　にんじん
ねぶかねぎ　オレンジ
りんご　レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：461kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.7g
脂質：13.4g

ｶﾙｼｳﾑ：177mg
食塩相当量：1.1g

27 金

タンメン
蒸し餃子
小松菜ともやしのじゃこサラダ
ヨーグルト　牛乳

フルーツポンチ　麦茶 ぶたひきにく　なると　しらす
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

ちゅうかめん
ちょうごうゆ
ぎょうざのかわ
さとう　かたくりこ
ごまあぶら

ねぶかねぎ　もやし　にんじん
キャベツ　干ししいたけ
にら　しょうが　こまつな
かんてん　りんご
パインアップルかん　バナナ
りんごジュース

ｴﾈﾙｷﾞ-：401kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17g
脂質：9.5g

ｶﾙｼｳﾑ：226mg
食塩相当量：1.2g

28 土

鶏の照り焼き丼
かぼちゃの甘煮
大根のすまし汁
ヨーグルト　牛乳

イチゴジャムサンド　麦茶 とりもも　かまぼこ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

こめ　さとう　ごま
しょくぱん　いちごジャム

しょうが　ねぶかねぎ
ピーマン　かぼちゃ
グリンピース　だいこん
こまつな

ｴﾈﾙｷﾞ-：396kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.5g
脂質：11.5g

ｶﾙｼｳﾑ：184mg
食塩相当量：1.2g

30 月

ごはん　鰆の西京漬け
2種類のお芋とリンゴのサラダ
小松菜と豆腐のみそ汁
ぶどうゼリー　牛乳

豆乳お好み焼き　麦茶 さわら　みそ
とうふ　むぎみそ
ぎゅうにゅう　とうにゅう
ぶたひきにく　かつおぶし

こめ　さとう
ちょうごうゆ
じゃがいも　さつまいも
マヨドレ　こむぎこ
ごま

にんじん　りんご　きゅうり
こまつな　ねぶかねぎ　ぶどう
ジュース　かんてん　キャベツ
はねぎ　あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：400kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.4g
脂質：10.8g

ｶﾙｼｳﾑ：143mg
食塩相当量：1.1g

日 曜
献立名

栄養価

＊令和２年度の♪お楽しみ給食♪は「世界の料理」をテーマに提供いたします。＊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）

＊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。


