
社会福祉法人おひさま会　美園おひさま保育園

令和３年5月　　　離乳中期 担当　工藤　喜美
あか 黄 みどり

昼食
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

そぼろあんかけ丼
にんじんスティックとコーンの煮物
大根のスープ　ヨーグルト　麦茶

とりひきにく　むぎみそ
ヨーグルト

こめ　さとう　かたくりこ キャベツ　にんじん　コーン
だいこん　チンゲンサイ ｴﾈﾙｷﾞ-：240kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：8.4g
脂質：4.1g

ｶﾙｼｳﾑ：68mg
食塩相当量：0.6g

6 木

７倍がゆ　たらのあんかけ煮
小松菜と人参の煮物
高野豆腐のみそ汁
りんごゼリー　麦茶

すけとうだら　こうやどうふ
むぎみそ

こめ　かたくりこ　さとう こまつな　にんじん　あおのり
りんごジュース　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：99kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：5.4g
脂質：0.4g

ｶﾙｼｳﾑ：31mg
食塩相当量：0.8g

7 金

ささみのリゾット
スティック野菜
ほうれん草とコーンのスープ
ヨーグルト　麦茶

ささみ　ミルフィー　ヨーグルト こめ　じゃがいも　かたくりこ
さとう

たまねぎ　にんじん　きゅうり
ほうれんそう　コーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：417kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.5g
脂質：8.7g

ｶﾙｼｳﾑ：209mg
食塩相当量：0.8g

8 土

ミートソースうどん
きゅうりスティック
豆腐のスープ
ヨーグルト　麦茶

とりひきにく　とうふ　ヨーグルト うどん　さとう たまねぎ　にんじん　トマト缶
きゅうり　わかめ　キャベツ ｴﾈﾙｷﾞ-：116kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：7g
脂質：3.9g

ｶﾙｼｳﾑ：66mg
食塩相当量：0.4g

10 月

７倍がゆ　さけと小松菜の煮物
スティック野菜
なすのみそ汁
豆乳寒天　麦茶

さけ　むぎみそ　とうにゅう こめ　さとう　かたくりこ こまつな　にんじん　なす
わかめ　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：123kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：9.1g
脂質：1.6g

ｶﾙｼｳﾑ：43mg
食塩相当量：0.7g

11 火

７倍がゆ　鶏ささみのみぞれ煮
キャベツのサラダ
さつまいものみそ汁
オレンジ　麦茶

ささみ　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　だいこん
キャベツ　きゅうり　オレンジ

ｴﾈﾙｷﾞ-：248kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：9.5g
脂質：0.8g

ｶﾙｼｳﾑ：44mg
食塩相当量：0.9g

12 水

パンがゆ　肉団子のたまねぎ煮
かぼちゃのころころ煮
キャベツのスープ
バナナ　麦茶

ミルフィー　とりひきにく
とうふ

しょくぱん　かたくりこ　さとう たまねぎ　かぼちゃ
にんじん　キャベツ　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：198kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：9.1g
脂質：4.6g

ｶﾙｼｳﾑ：44mg
食塩相当量：0.6g

13 木

野菜うどん
人参スティックと野菜の煮物
高野豆腐と小松菜の煮物
ヨーグルト　麦茶

とりひきにく　こうやどうふ
ヨーグルト

うどん　さとう　かたくりこ たまねぎ　にんじん
コーン　こまつな

ｴﾈﾙｷﾞ-：175kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：8.3g
脂質：3.9g

ｶﾙｼｳﾑ：88mg
食塩相当量：0.9g

14 金

７倍がゆ　ささみと野菜のあんかけ煮
コロコロサラダ　白菜スープ
オレンジ　麦茶

ささみ こめ　さとう ブロッコリー　にんじん
たまねぎ　きゅうり
コーン　はくさい　オレンジ ｴﾈﾙｷﾞ-：112kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：7.3g
脂質：0.5g

ｶﾙｼｳﾑ：37mg
食塩相当量：0.5g

15 土

鶏の和風あんかけ丼
野菜の煮物
豆腐のみそ汁　ヨーグルト　麦茶

とりひきにく　とうふ
むぎみそ　ヨーグルト

こめ　さとう　かたくりこ にんじん　たまねぎ　なす
グリンピース

ｴﾈﾙｷﾞ-：209kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：8.6g
脂質：4.2g

ｶﾙｼｳﾑ：67mg
食塩相当量：0.8g

17 月

７倍がゆ　たらの磯煮
ブロッコリーのサラダ
かぼちゃのみそ汁
オレンジゼリー　麦茶

すけとうだら　むぎみそ こめ　さとう　かたくりこ あおのり　ブロッコリー
にんじん　コーン　かぼちゃ
オレンジジュース　かんてん ｴﾈﾙｷﾞ-：105kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：6.1g
脂質：0.5g

ｶﾙｼｳﾑ：22mg
食塩相当量：0.7g

18 火

にくうどん
根菜のトマト煮
豆のポタージュ　バナナ　麦茶

ささみ　だいず うどん　かたくりこ　じゃがいも たまねぎ　トマト缶
コーン　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：199kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.1g
脂質：4g

ｶﾙｼｳﾑ：71mg
食塩相当量：1g

19 水

パンがゆ
肉団子のあんかけ煮
にんじんスティック
たまねぎのスープ
ヨーグルト　麦茶

ミルフィー　とりひきにく
とうふ　ヨーグルト

しょくぱん　かたくりこ　さとう ブロッコリー　にんじん
たまねぎ　さやいんげん

ｴﾈﾙｷﾞ-：174kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：9.6g
脂質：5.2g

ｶﾙｼｳﾑ：80mg
食塩相当量：1.2g

20 木

グリンピースがゆ
豆腐とコーンの煮物
人参スティックとキャベツのサラダ
じゃが芋のみそ汁
オレンジ　麦茶

とうふ　ミルフィー　むぎみそ こめ　かたくりこ　じゃがいも グリンピース　たまねぎ　コーン
キャベツ　にんじん
わかめ　オレンジ ｴﾈﾙｷﾞ-：120kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：4.2g
脂質：1.6g

ｶﾙｼｳﾑ：54mg
食塩相当量：1.1g

21 金

７倍がゆ　ささみとお芋の煮物
スティックサラダ
わかめスープ　バナナ　麦茶

ささみ　とうふ こめ　じゃがいも　かたくりこ
さとう

かぼちゃ　にんじん
きゅうり　わかめ　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：127kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：7.2g
脂質：0.9g

ｶﾙｼｳﾑ：23mg
食塩相当量：0.3g

22 土

ジャージャーうどん
大根のサラダ
青菜のスープ　ヨーグルト　麦茶

とりひきにく　むぎみそ
ヨーグルト

うどん　さとう　かたくりこ たまねぎ　にんじん　だいこん
コーン　こまつな

ｴﾈﾙｷﾞ-：125kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：6.8g
脂質：3.7g

ｶﾙｼｳﾑ：70mg
食塩相当量：0.5g

24 月

７倍がゆ　さけのだしあんかけ
キャベツとわかめの和え物
豆腐の味噌汁
りんごゼリー　麦茶

さけ　とうふ　むぎみそ こめ　かたくりこ　さとう キャベツ　わかめ　にんじん
りんごジュース　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：183kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.5g
脂質：3.4g

ｶﾙｼｳﾑ：37mg
食塩相当量：1g

25 火

野菜うどん　野菜の煮物
人参スティック
オレンジ　麦茶

とりひきにく　むぎみそ うどん　さとう　かたくりこ コーン　こまつな　なす
たまねぎ　にんじん
グリンピース　オレンジ ｴﾈﾙｷﾞ-：306kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：14.6g
脂質：9.2g

ｶﾙｼｳﾑ：78mg
食塩相当量：1.3g

26 水

パンがゆ　鶏と野菜のトマト煮
にんじんスティックといんげんの煮物
アスパラのポタージュ
バナナ　麦茶

ミルフィー　とりひきにく
だいず　とうにゅう

しょくぱん　さとう
かたくりこ　じゃがいも

にんじん　たまねぎ　キャベツ
トマト缶　さやいんげん
アスパラガス　バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：272kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：9.9g
脂質：8g

ｶﾙｼｳﾑ：87mg
食塩相当量：1.4g

27 木

７倍がゆ　豆腐の肉みそあん
野菜スティック　大根のみそ汁
フルーツゼリー　麦茶

とうふ　とりひきにく　むぎみそ こめ　かたくりこ
さとう

たまねぎ　にんじん　きゅうり
だいこん　こまつな　かんてん
ももかん　みかんかん ｴﾈﾙｷﾞ-：224kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：7.7g
脂質：6.5g

ｶﾙｼｳﾑ：73mg
食塩相当量：0.7g

28 金

ハヤシライス風
カラフルサラダ
キャベツと豆腐のスープ
ヨーグルト　麦茶

とりひきにく　とうふ　ヨーグルト こめ　じゃがいも
かたくりこ　さとう

たまねぎ　にんじん
グリンピース　トマト缶
きゅうり　コーン　キャベツ ｴﾈﾙｷﾞ-：282kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：9.9g
脂質：6.1g

ｶﾙｼｳﾑ：104mg
食塩相当量：1.3g

29 土

和風そぼろ丼
ブロッコリーのサラダ
じゃが芋のみそ汁　ヨーグルト　麦茶

とりひきにく　とうふ
むぎみそ　ヨーグルト

こめ　さとう
かたくりこ　じゃがいも

にんじん　ブロッコリー
コーン　たまねぎ　わかめ

ｴﾈﾙｷﾞ-：280kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：11g
脂質：4.9g

ｶﾙｼｳﾑ：80mg
食塩相当量：0.5g

31 月

７倍がゆ　鮭とブロッコリーの煮物
じゃがいもとかぼちゃの煮物
納豆汁
りんごゼリー　麦茶

さけ　なっとう　むぎみそ こめ　かたくりこ
じゃがいも　さとう　やきふ

ブロッコリー　かぼちゃ
たまねぎ　こまつな　にんじん
りんごジュース　かんてん ｴﾈﾙｷﾞ-：158kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：10.2g
脂質：1.6g

ｶﾙｼｳﾑ：38mg
食塩相当量：0.6g

予　定　献　立　表

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。


