
社会福祉法人おひさま会　 美園おひさま保育園

令和2年10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 木

2色丼　にんじんスティック
たまねぎのみそ汁
ヨーグルト　麦茶

豆乳みそにゅうめん
麦茶

とりひきにく　とうふ
むぎみそ　ヨーグルト
ぶたひきにく　とうにゅう

こめ　かたくりこ
さとう
そうめん

コーン　にんじん　たまねぎ
だいこん　こまつな ｴﾈﾙｷﾞ-：352kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：16.4g
脂質：9.7g

ｶﾙｼｳﾑ：96mg
食塩相当量：1.6g

2 金

軟飯　豆腐のなすそぼろあん
キャベツの和え物
かぼちゃのみそ汁　バナナ　麦茶

ころころきなこラスク
麦茶

とうふ　ぶたひきにく
むぎみそ　きなこ

こめ　かたくりこ
さとう　じゃがいも
しょくぱん　きび　ごま

なす　ピーマン　キャベツ
にんじん　かぼちゃ
だいこん　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：296kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.7g
脂質：6g

ｶﾙｼｳﾑ：68mg
食塩相当量：1.1g

3 土

煮込みうどん
にんじんスティック
かぼちゃのみそ汁　ヨーグルト　麦茶

食パンとバナナ　麦茶 ぶたひきにく　とうふ
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

にんじん　たまねぎ　キャベツ
あおのり　かぼちゃ
えのきたけ　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：270kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.7g
脂質：6g

ｶﾙｼｳﾑ：84mg
食塩相当量：1.3g

5 月

軟飯　さけのとろみ煮
白菜の和え物　小松菜のみそ汁
りんごゼリー　麦茶

バナナとかぼちゃのおやき
麦茶

さけ　むぎみそ
ぎゅうにゅう

こめ　やきふ
かたくりこ　きび

はくさい　にんじん
えのきたけ　こまつな
はねぎ　りんごジュース
かんてん　バナナ　かぼちゃ

ｴﾈﾙｷﾞ-：247kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：11.4g
脂質：2.2g

ｶﾙｼｳﾑ：59mg
食塩相当量：0.6g

6 火

軟飯　鶏と野菜の煮物
野菜スティック　じゃがいものみそ汁
ヨーグルト　麦茶

チーズ軟飯　麦茶 とりひきにく　むぎみそ
ヨーグルト　チーズ

こめ　さつまいも　さとう ほうれんそう　にんじん
しいたけ　きゅうり
じゃがいも　えのきたけ

ｴﾈﾙｷﾞ-：289kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：9.4g
脂質：4.6g

ｶﾙｼｳﾑ：84mg
食塩相当量：0.6g

7 水

食パンスティック
肉団子と玉ねぎの煮物
にんじんスティック
大根とかぶのポタージュ
りんごの煮物　麦茶

五目軟飯　麦茶 ぶたひきにく　ぎゅうにゅう しょくぱん　かたくりこ
じゃがいも　こめ　さとう

たまねぎ　にんじん
だいこん　かぶ　りんご
しいたけ　ほうれんそう ｴﾈﾙｷﾞ-：312kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：12g
脂質：8.1g

ｶﾙｼｳﾑ：72mg
食塩相当量：1.1g

8 木

軟飯　秋野菜のトマト煮
キャベツのサラダ
オニオンスープ　バナナ　麦茶

かぼちゃの甘煮　麦茶 とりひきにく こめ　さとう　かたくりこ にんじん　たまねぎ　かぶ
トマト缶　キャベツ
きゅうり　バナナ　かぼちゃ

ｴﾈﾙｷﾞ-：235kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：6.6g
脂質：2.3g

ｶﾙｼｳﾑ：38mg
食塩相当量：0.5g

9 金

コーンもやしうどん
ころころ煮
にんじんスティックとコーンの煮物
ヨーグルト　麦茶

青のりの軟飯　麦茶 ぶたひきにく　みそ
ヨーグルト

うどん　さつまいも
さとう　こめ

コーン　もやし　こまつな
かぼちゃ　にんじん　あおのり ｴﾈﾙｷﾞ-：232kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：9.2g
脂質：5.7g

ｶﾙｼｳﾑ：89mg
食塩相当量：1.1g

10 土

肉野菜どんぶり
青菜の和え物　わかめのみそ汁
ヨーグルト　麦茶

食パンとバナナ　麦茶 ぶたひきにく　むぎみそ
ヨーグルト

こめ　さとう
しょくぱん

たまねぎ　キャベツ
りんごジュース　ほうれんそう
にんじん　わかめ
えのきたけ　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：296kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.3g
脂質：6.1g

ｶﾙｼｳﾑ：76mg
食塩相当量：0.8g

12 月

軟飯　たらの磯煮
かぶと人参の煮物
大根のすまし汁　りんごゼリー　麦茶

さつまいものミルク煮
麦茶

すけとうだら　ぎゅうにゅう こめ　かたくりこ
さつまいも　さとう

あおのり　かぶ　にんじん
だいこん　しめじ
りんごジュース　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：189kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：8g
脂質：0.7g

ｶﾙｼｳﾑ：32mg
食塩相当量：0.5g

13 火

軟飯　お肉と野菜の照り煮
青菜の和え物　豆腐ともやしのみそ汁
バナナ　麦茶

コーンの軟飯　麦茶 ぶたひきにく　とうふ
むぎみそ

こめ　さとう たまねぎ　にんじん　こまつな
もやし　バナナ　コーン ｴﾈﾙｷﾞ-：294kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：8.7g
脂質：4.1g

ｶﾙｼｳﾑ：63mg
食塩相当量：1g

14 水

食パンスティック
豚となすのトマト煮
ポテトサラダ　野菜スープ
ヨーグルト　麦茶

かぼちゃ軟飯　麦茶 ぶたひきにく
パルメザンチーズ
ヨーグルト

しょくぱん　じゃがいも
さとう　こめ

たまねぎ　トマト缶　なす
赤ピーマン　にんじん
かぼちゃ

ｴﾈﾙｷﾞ-：292kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.1g
脂質：7.5g

ｶﾙｼｳﾑ：95mg
食塩相当量：0.9g

15 木
軟飯　豚と野菜の煮物
きゅうりスティックとコーンの煮物
納豆汁　バナナ　麦茶

きなこうどん　麦茶 ぶたひきにく　なっとう
むぎみそ　きなこ

こめ　じゃがいも
さとう　うどん

にんじん　ピーマン
きゅうり　コーン
はくさい　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：269kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：9.6g
脂質：5.5g

ｶﾙｼｳﾑ：32mg
食塩相当量：1g

16 金
軟飯　秋野菜シチュー
キャベツサラダ　かぶのスープ
ヨーグルト　麦茶

にんじんゼリー　麦茶 とりひきにく　ぎゅうにゅう
まぐろ　ヨーグルト

こめ　さつまいも
かたくりこ　さとう

にんじん　たまねぎ　なす
しいたけ　キャベツ　きゅうり
かぶ　ほうれんそう　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：267kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：11g
脂質：5.9g

ｶﾙｼｳﾑ：138mg
食塩相当量：0.5g

17 土
煮込みうどん　にんじんサラダ
きのこのスープ
ヨーグルト　麦茶

食パンとバナナ　麦茶 ぶたロース　かつおぶし　ヨーグ
ルト

うどん　さとう
しょくぱん

たまねぎ　にんじん　キャベツ
あおのり　コーン　しいたけ
しめじ　はくさい　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：276kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：11.5g
脂質：7.4g

ｶﾙｼｳﾑ：75mg
食塩相当量：0.6g

19 月

軟飯　鮭と野菜のとろみ煮
高野豆腐とかぼちゃの煮物
わかめのすまし汁
りんごゼリー　麦茶

きなこ軟飯　麦茶 さけ　こうやどうふ　きなこ こめ　さとう キャベツ　にんじん　もやし
かぼちゃ　わかめ　コーン
りんごジュース　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：270kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.2g
脂質：3.3g

ｶﾙｼｳﾑ：54mg
食塩相当量：0.7g

20 火

軟飯　肉団子とかぼちゃの煮物
小松菜の煮物　白菜の豆乳スープ
りんごの煮物　麦茶

チーズの蒸しパン　麦茶 とりひきにく　とうにゅう
ぎゅうにゅう　チーズ

こめ　こむぎこ　さとう かぼちゃ　こまつな　にんじん
はくさい　たまねぎ　コーン
りんご

ｴﾈﾙｷﾞ-：298kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：9.8g
脂質：5.1g

ｶﾙｼｳﾑ：96mg
食塩相当量：0.5g

21 水

食パンスティック
豆腐のそぼろあんかけ
スティック野菜　じゃが芋のみそ汁
バナナ　麦茶

青菜軟飯　麦茶 とうふ　とりひきにく
むぎみそ

しょくぱん　かたくりこ
じゃがいも　やきふ　こめ

ブロッコリー　にんじん
きゅうり　だいこん　たまねぎ
バナナ　しいたけ　こまつな

ｴﾈﾙｷﾞ-：273kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：11.5g
脂質：5.2g

ｶﾙｼｳﾑ：64mg
食塩相当量：1.1g

22 木

野菜うどん　玉ねぎときのこの煮物
にんじんスティック
ヨーグルト　麦茶

納豆軟飯　麦茶 とりひきにく　ヨーグルト　なっ
とう　しらす

うどん　さとう　こめ たまねぎ　にんじん
しめじ　キャベツ ｴﾈﾙｷﾞ-：267kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：11.6g
脂質：5.5g

ｶﾙｼｳﾑ：78mg
食塩相当量：0.5g

23 金

軟飯
肉団子とかぼちゃとさつまいもの煮物
にんじんスティックとコーンの煮物
トマトスープ　バナナ　麦茶

粉ふき芋　麦茶 ぶたひきにく こめ　さつまいも
さとう　じゃがいも

かぼちゃ　たまねぎ　こまつな
にんじん　コーン　トマト缶
バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：258kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：7.4g
脂質：3.7g

ｶﾙｼｳﾑ：41mg
食塩相当量：0.8g

24 土

まーぼーどん　人参となすの煮物
高野豆腐のスープ
ヨーグルト　麦茶

食パンとバナナ　麦茶 とうふ　ぶたひきにく
むぎみそ　こうやどうふ
ヨーグルト

こめ　かたくりこ
さとう　しょくぱん

たまねぎ　しいたけ　にんじん
なす　もやし　バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：296kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：10.7g
脂質：6.3g

ｶﾙｼｳﾑ：84mg
食塩相当量：0.9g

26 月

軟飯　たらの煮物
スティック野菜　人参のスープ
りんごゼリー　麦茶

豆乳くずもち　麦茶 たら　きなこ こめ　とうにゅう
かたくりこ　さとう

コーン　きゅうり　にんじん
しいたけ　りんごジュース
かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：227kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：8.3g
脂質：2.6g

ｶﾙｼｳﾑ：40mg
食塩相当量：0.6g

27 火

ビビンバ丼風
さつま芋とりんごの白あえ
ワカメスープ　ヨーグルト　麦茶

ツナと大根のおやき　麦茶 ぶたひきにく　とうふ
ヨーグルト　まぐろ

こめ　さとう　さつまいも たまねぎ　しいたけ　きゅうり
もやし　にんじん　りんご
わかめ　だいこん

ｴﾈﾙｷﾞ-：283kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：11.1g
脂質：6g

ｶﾙｼｳﾑ：82mg
食塩相当量：0.6g

28 水

食パンスティック
さけとかぶのシチュー　彩りサラダ
バナナ　麦茶

にんじん軟飯　麦茶 さけ　とうにゅう しょくぱん　こめ かぶ　たまねぎ　にんじん
コーン　赤ピーマン
きゅうり　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：240kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：11.3g
脂質：3.3g

ｶﾙｼｳﾑ：32mg
食塩相当量：0.8g

29 木

しらす軟飯
豆腐とお芋のミルクチーズ煮
ブロッコリーサラダ　白菜のスープ
ヨーグルト　麦茶

食パンとバナナ　麦茶 しらす　とうふ　ぎゅうにゅう
チーズ　ヨーグルト

こめ　じゃがいも
さとう　しょくぱん

あおのり　たまねぎ
ブロッコリー　にんじん
はくさい　しめじ　バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：257kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：9.1g
脂質：4.1g

ｶﾙｼｳﾑ：108mg
食塩相当量：0.8g

30 金

にんじん軟飯　肉団子の煮物
キャベツのサラダ
かぼちゃのポタージュ　バナナ　麦茶

かぼちゃの蒸しパン　麦茶 とりひきにく　ぎゅうにゅう こめ　かたくりこ
はくりきこ　さとう

にんじん　赤ピーマン
黄ピーマン　キャベツ
コーン　きゅうり　たまねぎ
かぼちゃ　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：304kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：8.9g
脂質：4.2g

ｶﾙｼｳﾑ：87mg
食塩相当量：0.5g

31 土

きのこうどん　大根スティック
野菜スープ
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 うどん　じゃがいも
さとう　しょくぱん

たまねぎ　にんじん　しめじ
だいこん　キャベツ　バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：249kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：9.9g
脂質：4.1g

ｶﾙｼｳﾑ：74mg
食塩相当量：0.7g

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。


