
社会福祉法人おひさま会　美園おひさま保育園

令和3年1月        2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

4 月

きつねうどん
ちくわの磯部焼き
大豆とひじきの煮物
ぶどうゼリー　牛乳

ふかしいも　ヨーグルト
麦茶

かまぼこ　あぶらあげ
ちくわ　だいず
ぎゅうにゅう
ヨーグルト

うどん　さとう　こめこ
ちょうごうゆ　ごま
さつまいも

干ししいたけ　あおのり
ひじき　にんじん
ぶどうジュース　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：411kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.6g
脂質：10.3g

ｶﾙｼｳﾑ：248mg
食塩相当量：1.8g

5 火

六穀ごはん　揚げ豆腐の肉みそあん
切干大根の煮物
わかめと油揚げのみそ汁
ヨーグルト　牛乳

みかん蒸しパン　麦茶 くろだいず　とうふ
ぶたひきにく　むぎみそ
ちくわ　あぶらあげ　だいず
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

こめ　げんまい　おおむぎ
かたくりこ　ちょうごうゆ
さとう　こむぎこ

きりぼしだいこん
にんじん　わかめ　たまねぎ
オレンジジュース
みかんかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：482kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.7g
脂質：15g

ｶﾙｼｳﾑ：265mg
食塩相当量：1g

6 水

にんじんパン　ポークビーンズ
ごぼうチップス
えのきとキャベツのスープ
バナナ　牛乳

２色ごまのおにぎり　麦茶 だいず　ぶたひきにく
あつあげ　ぎゅうにゅう

にんじんぱん　じゃがいも
ちょうごうゆ　さとう
かたくりこ　こめ　ごま

にんじん　たまねぎ　しめじ
トマト缶　ごぼう　あおのり
キャベツ　えのきたけ
バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：455kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.1g
脂質：14.7g

ｶﾙｼｳﾑ：189mg
食塩相当量：1.9g

7 木

♪お正月料理♪
赤飯　松風焼き　花れんこん
くりきんとん　田作り　お吸い物
カスタードプリン　牛乳

七草がゆ　麦茶 あずき　とりひきにく
とうふ　むぎみそ　たづくり
とりむね　かまぼこ
ぎゅうにゅう

こめ　もちごめ　ごま
かたくりこ　さとう
さつまいも　くり
くちなし　プリン

たまねぎ　あおのり
にんじん　こまつな
かぶ　せり　だいこん

ｴﾈﾙｷﾞ-：541kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：24.7g
脂質：14.1g

ｶﾙｼｳﾑ：328mg
食塩相当量：1.7g

8 金

ごはん　豚のしょうが焼き
キャベツのおかかサラダ
厚揚げのみそ汁　みかん　牛乳

お汁粉　麦茶 ぶたかたロース　かつおぶし
あつあげ　むぎみそ
ぎゅうにゅう　あずき
とうふ

こめ　さとう
ちょうごうゆ
しらたまこ

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　みかん

ｴﾈﾙｷﾞ-：460kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.5g
脂質：13.8g

ｶﾙｼｳﾑ：169mg
食塩相当量：0.7g

9 土

スパゲティナポリタン　ポトフ
ヨーグルト　牛乳

イチゴジャムサンド
麦茶

まぐろ　パルメザンチーズ
ソーセージ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

スパゲッティ
ちょうごうゆ
じゃがいも　しょくぱん
いちごジャム

たまねぎ　ピーマン
にんじん
ブロッコリー

ｴﾈﾙｷﾞ-：420kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.2g
脂質：12.6g

ｶﾙｼｳﾑ：202mg
食塩相当量：1.5g

12 火

六穀ごはん　さばの味噌煮
小松菜の納豆和え
白菜と玉葱のすまし汁　みかん　牛乳

パインアップルケーキ
麦茶

くろだいず　さば　むぎみそ
なっとう　かつおぶし
かまぼこ　ぎゅうにゅう

こめ　げんまい　おおむぎ
さとう　こむぎこ
バター　きび

しょうが　ごぼう
こまつな　にんじん
はくさい　たまねぎ　みかん
パインアップルかん　レモン

ｴﾈﾙｷﾞ-：457kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17g
脂質：13.2g

ｶﾙｼｳﾑ：173mg
食塩相当量：1.3g

13 水

テーブルロール
クリームシチュー
白菜とコーンの炒め煮　バナナ　牛乳

菜飯おにぎり　麦茶 とりむね　ぎゅうにゅう
クリーム

ロールパン　じゃがいも
ちょうごうゆ　バター
こめこ　こめ　ごま

にんじん　たまねぎ
ブロッコリー　はくさい
しめじ　コーン　バナナ
こまつな

ｴﾈﾙｷﾞ-：472kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.2g
脂質：15.6g

ｶﾙｼｳﾑ：210mg
食塩相当量：1.5g

14 木

ごはん　❤ハンバーグ

❤卵入りポテトサラダ

❤キャベツのみそ汁　オレンジ　牛乳

プルーンとヨーグルトの
　　　　　　　パンケーキ
麦茶

ぶたひきにく　とうふ
ぎゅうにゅう　たまご
ちくわ　むぎみそ
ヨーグルト

こめ　米粉のパン粉
じゃがいも
マヨドレ　こむぎこ
さとう　バター

たまねぎ　トマト缶
にんじん　ブロッコリー
キャベツ　しいたけ
オレンジ　プルーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：450kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.2g
脂質：13.1g

ｶﾙｼｳﾑ：178mg
食塩相当量：1g

15 金

バターチキンカレー
かぼちゃのサラダ
かぶと舞茸のコンソメスープ
ヨーグルト　牛乳

焼きりんごゼリー　麦茶 とりもも　クリーム
かまぼこ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

こめ　ちょうごうゆ
さとう　バター　マヨドレ

たまねぎ　トマト缶
かぼちゃ　レーズン　かぶ
まいたけ　りんご
かんてん　りんごジュース

ｴﾈﾙｷﾞ-：505kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.3g
脂質：14.7g

ｶﾙｼｳﾑ：205mg
食塩相当量：1g

16 土

麻婆丼
ブロッコリーの塩昆布サラダ
かぶのスープ
ヨーグルト　牛乳

あんずジャムサンド　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

こめ　ごまあぶら
さとう　かたくりこ
ごま　しょくぱん
あんずジャム

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

ｴﾈﾙｷﾞ-：438kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.3g
脂質：12.2g

ｶﾙｼｳﾑ：250mg
食塩相当量：1.6g

18 月

六穀ごはん
ぶりの照焼き　白菜のごま和え
具だくさんのみそ汁
オレンジゼリー　牛乳

うどんおやき　麦茶 くろだいず　ぶり
あぶらあげ
むぎみそ　ぎゅうにゅう
まぐろ　チーズ

こめ　げんまい　おおむぎ
さとう　ごま　うどん
ちょうごうゆ
かたくりこ

にんじん　はくさい
しめじ　だいこん　ごぼう
ねぶかねぎ
オレンジジュース
かんてん　ひじき　はねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：424kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.8g
脂質：14.5g

ｶﾙｼｳﾑ：193mg
食塩相当量：1g

19 火

ごはん　❤鶏のから揚げ　のり風味

マカロニサラダ
ミネストローネ　みかん　牛乳

かぼちゃプリン　麦茶 とりもも　だいず
ぎゅうにゅう　ゼラチン
だっしふんにゅう

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ
マカロニ　マヨドレ
さとう　じゃがいも

やきのり　こまつな
ブロッコリー　にんじん
コーン　たまねぎ
トマト缶　みかん　かぼちゃ

ｴﾈﾙｷﾞ-：455kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.2g
脂質：12.3g

ｶﾙｼｳﾑ：218mg
食塩相当量：1.1g

20 水

レーズンパン　さつま芋のコロッケ
かぶとキャベツのサラダ
白菜のポタージュ　バナナ　牛乳

ひじきおにぎり　麦茶 ぶたひきにく
だっしふんにゅう
ぎゅうにゅう

ぶどうパン　さつまいも
ちょうごうゆ　こむぎこ
パンこ　さとう　こめ
ごま　ごまあぶら

たまねぎ　にんじん
ブロッコリー　かぶ
キャベツ　コーン
はくさい　バナナ　ひじき

ｴﾈﾙｷﾞ-：497kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.6g
脂質：13.9g

ｶﾙｼｳﾑ：278mg
食塩相当量：1.4g

21 木

❤ミートソーススパゲティ

にんじんとみかんのサラダ
卵野菜スープ　ヨーグルト　牛乳

揚げパン　麦茶 ぶたひきにく
パルメザンチーズ　たまご
ヨーグルト
ぎゅうにゅう　きなこ

スパゲッティ　こめこ
バター　さとう
ちょうごうゆ
かたくりこ　しょくぱん

たまねぎ　にんじん
トマト缶
みかんかん　レーズン
こまつな　しめじ

ｴﾈﾙｷﾞ-：442kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.3g
脂質：13.4g

ｶﾙｼｳﾑ：224mg
食塩相当量：1.7g

22 金

ごはん　じゃがいものゆず味噌そぼろ
彩り野菜のサラダ
大根と三つ葉のすまし汁
うさぎりんご　牛乳

ココアスノーボール　麦茶 ぶたひきにく　みそ　ちくわ
ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう
だいず

こめ　じゃがいも
ちょうごうゆ
さとう　こむぎこ
ふんとう

こまつな　ゆず　キャベツ
ブロッコリー　にんじん
コーン　だいこん　みつば
りんご

ｴﾈﾙｷﾞ-：446kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.3g
脂質：15.1g

ｶﾙｼｳﾑ：184mg
食塩相当量：0.9g

23 土

甘辛肉うどん
ひじきの和え物
さつまいものみそ汁
ヨーグルト　牛乳

りんごジャムサンド　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

うどん　さとう
かたくりこ　ごま
ごまあぶら　さつまいも
やきふ　しょくぱん
りんごジャム

たまねぎ　にんじん
ひじき　はねぎ ｴﾈﾙｷﾞ-：413kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：17.7g
脂質：12.5g

ｶﾙｼｳﾑ：247mg
食塩相当量：1.3g

25 月

六穀ごはん
ししゃもの唐揚げ
キャベツとかぶの梅肉和え
豚汁
フルーツゼリー　牛乳

アップルトースト　麦茶 くろだいず　ししゃも
かつおぶし
ぶたかたロース　むぎみそ
ぎゅうにゅう

こめ　げんまい
おおむぎ　かたくりこ
ちょうごうゆ
ごまあぶら　さとう
しょくぱん
バター　グラニューとう

ブロッコリー　キャベツ
かぶ　うめぼし　だいこん
ごぼう　にんじん
ねぶかねぎ　かんてん
いちご
パインアップルかん
みかんかん　りんご

ｴﾈﾙｷﾞ-：445kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.9g
脂質：12.4g

ｶﾙｼｳﾑ：248mg
食塩相当量：1.4g

26 火

里芋ごはん
冬野菜のしょうが炒め
じゃが芋の胡麻みそ和え
花ふのすまし汁
みかん　牛乳

ソース焼きそば　麦茶 ぶたかたロース　むぎみそ
ぎゅうにゅう　ぶたもも
かつおぶし

こめ　さといも　ごま
ちょうごうゆ　かたくりこ
じゃがいも　さとう
やきふ　ちゅうかめん
ごまあぶら

はくさい　にんじん
しめじ　れんこん
しょうが　ねぶかねぎ
ブロッコリー　みつば
だいこん　みかん
キャベツ　もやし　たまねぎ
ピーマン　あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：457kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17g
脂質：12.8g

ｶﾙｼｳﾑ：179mg
食塩相当量：1.2g

27 水

♪お楽しみ給食♪
パスタ　ショットブッラル
　　　　　(ミートボール　ジャム添え)
マッシュポテト
グリンピースのコンソメ煮
フィスクソッパ（タラのトマトスープ）
いちご　牛乳

カネールブッレ
　　(ココアシュガーロール)
麦茶

ぶたひきにく　ぎゅうにゅう
たまご　たら

スパゲティ　オリーブゆ
ちょうごうゆ
米粉のパン粉
バター　こめこ
いちごジャム
りんごジャム　じゃがいも
こむぎこ　さとう
グラニューとう

たまねぎ　グリンピース
にんじん　トマト缶
パセリ（葉）　いちご

ｴﾈﾙｷﾞ-：549kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：21.6g
脂質：21g

ｶﾙｼｳﾑ：171mg
食塩相当量：0.9g

28 木

ごはん
鶏肉のマーマレード焼き　かぼちゃ添え
かぶの甘酢和え　さつま芋のかきたま汁
りんご　牛乳

おからバナナドーナツ
麦茶

とりもも　あつあげ　たまご
むぎみそ　ぎゅうにゅう
おから　とうにゅう

こめ　こめこ
マーマレード　さとう
さつまいも　こむぎこ
きび　ちょうごうゆ

かぼちゃ　かぶ　にんじん
はねぎ　りんご
バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：490kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.5g
脂質：14.5g

ｶﾙｼｳﾑ：176mg
食塩相当量：1.1g

29 金

中華丼
三色野菜のゆかり和え
豆腐のみそ汁
ヨーグルト　牛乳

マーブルクッキー
麦茶

ぶたかた　かまぼこ　とうふ
むぎみそ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

こめ　さとう　かたくりこ
バター　こむぎこ

はくさい　にんじん
たけのこ　干ししいたけ
ねぶかねぎ　だいこん
こまつな　うめ
わかめ　たまねぎ

ｴﾈﾙｷﾞ-：429kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.6g
脂質：11.2g

ｶﾙｼｳﾑ：230mg
食塩相当量：1.2g

30 土

すき焼き風丼
水菜のフレンチサラダ
大根のスープ　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
かまぼこ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

こめ　やきふ　さとう
かたくりこ　ごま
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
だいこん　わかめ

ｴﾈﾙｷﾞ-：437kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.9g
脂質：13.2g

ｶﾙｼｳﾑ：242mg
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。＊♥が付いているメニューはリクエスト給食です。


