
社会福祉法人おひさま会　美園おひさま保育園

令和2年9月        離乳後期 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

1 火

軟飯　鶏じゃが
かぼちゃの煮物
大根と豆腐のみそ汁
りんごの煮物　麦茶

納豆とキャベツの軟飯
麦茶

とりひきにく　とうふ
むぎみそ　なっとう

こめ　じゃがいも
さとう　かたくりこ

にんじん　かぼちゃ　だいこん
こまつな　りんご　キャベツ
あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：298kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.7g
脂質：4.5g

ｶﾙｼｳﾑ：64mg
食塩相当量：0.6g

2 水

食パンスティック
鶏肉と野菜のトマト煮
大根のスティック
キャベツのスープ　バナナ　麦茶

コーンの軟飯　麦茶 とりひきにく しょくぱん　じゃがいも　さ
とう　かたくりこ　こめ

にんじん　たまねぎ　トマト缶
だいこん　キャベツ　コーン
バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：284kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10g
脂質：4.3g

ｶﾙｼｳﾑ：43mg
食塩相当量：1g

3 木

軟飯　とうもろこしの肉団子煮
さつま芋の人参の煮物
豆腐のみそ汁　りんごの煮物　麦茶

バナナ蒸しパン　麦茶 とりひきにく　とうふ
むぎみそ　とうにゅう

こめ　かたくりこ
さつまいも　こむぎこ
さとう

たまねぎ　コーン　にんじん
こまつな　りんご　バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：293kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：10.6g
脂質：5.1g

ｶﾙｼｳﾑ：61mg
食塩相当量：0.8g

4 金

野菜たっぷりそうめん
豆腐の肉みそあん
小松菜と人参のお浸し　ヨーグルト
麦茶

しらす軟飯　麦茶 とうふ　とりひきにく
むぎみそ　ヨーグルト
しらす

そうめん・ひやむぎ
さとう　かたくりこ
こめ

なす　きゅうり　トマト
こまつな　にんじん ｴﾈﾙｷﾞ-：267kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：11.4g
脂質：4.1g

ｶﾙｼｳﾑ：142mg
食塩相当量：2.2g

5 土

麻婆丼
ブロッコリーの和え物
かぶのスープ
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
むぎみそ　ヨーグルト

こめ　かたくりこ　さとう
しょくぱん

にんじん　たまねぎ
ブロッコリー　コーン
かぶ　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：292kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：11.3g
脂質：5.1g

ｶﾙｼｳﾑ：98mg
食塩相当量：0.6g

7 月

軟飯　鮭のみそ煮
小松菜と豆腐の和え物
さつま芋のみそ汁
りんごゼリー　麦茶

ツナの軟飯　麦茶 さけ　みそ　とうふ　むぎみそ
まぐろ

こめ　さとう　かたくりこ
さつまいも

にんじん　こまつな　コーン
りんごジュース　かんてん ｴﾈﾙｷﾞ-：297kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：16.3g
脂質：3.5g

ｶﾙｼｳﾑ：74mg
食塩相当量：1.3g

8 火

トマトあんかけうどん
彩り野菜の和え物
白菜と豆腐のスープ
ヨーグルト
麦茶

梨とぶどうのゼリー
麦茶

とりひきにく　チーズ　とうふ
ヨーグルト

うどん　さとう
かたくりこ

たまねぎ　にんじん　トマト缶
キャベツ　こまつな　コーン
はくさい　なし　かんてん
ぶどうジュース

ｴﾈﾙｷﾞ-：279kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：11.9g
脂質：7g

ｶﾙｼｳﾑ：164mg
食塩相当量：0.8g

9 水

食パンスティック
かぼちゃの豆乳シチュー
野菜のコロコロ煮
バナナ　麦茶

しらすとコーンの軟飯
麦茶

とりひきにく　とうにゅう
チーズ　しらす

しょくぱん　かたくりこ　さ
とう　こめ

かぼちゃ　にんじん　たまねぎ
ブロッコリー　きゅうり
だいこん　コーン　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：295kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.2g
脂質：5.8g

ｶﾙｼｳﾑ：84mg
食塩相当量：1.1g

10 木

軟飯
ささ身と人参のあんかけ
ほうれん草のお浸し
コーンスープ
りんごゼリー　麦茶

しらすと納豆の軟飯　麦茶 ささみ　なっとう こめ　さとう　かたくりこ にんじん　ほうれんそう
コーン　たまねぎ
りんごジュース　かんてん
あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：271kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.7g
脂質：1.9g

ｶﾙｼｳﾑ：58mg
食塩相当量：0.7g

11 金

軟飯
肉豆腐
なすときゅうりの煮物
大根のみそ汁　りんごの煮物　麦茶

野菜軟飯　麦茶 ささみ　とうふ　むぎみそ こめ　さとう　かたくりこ たまねぎ　にんじん　なす
きゅうり　コーン　だいこん
りんご　キャベツ　ピーマン

ｴﾈﾙｷﾞ-：288kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.8g
脂質：2.3g

ｶﾙｼｳﾑ：70mg
食塩相当量：0.9g

12 土

二色丼
高野豆腐とにんじんの煮物
大根のすまし汁
ヨーグルト　麦茶

食パンとバナナ　麦茶 とりひきにく　こうやどうふ
ヨーグルト

こめ　さとう　かたくりこ
しょくぱん

たまねぎ　コーン　にんじん
だいこん　こまつな　バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：294kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：13.2g
脂質：7.1g

ｶﾙｼｳﾑ：104mg
食塩相当量：1.2g

14 月

鮭軟飯
かぼちゃとじゃが芋のあんかけ
小松菜と豆腐の和え物
大根のみそ汁　りんごゼリー　麦茶

食パンとりんご煮　麦茶 さけ　とうふ　むぎみそ こめ　じゃがいも
かたくりこ　さとう
しょくぱん

かぼちゃ　こまつな　キャベツ
だいこん　にんじん
りんごジュース　かんてん
りんご

ｴﾈﾙｷﾞ-：283kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.1g
脂質：3.2g

ｶﾙｼｳﾑ：70mg
食塩相当量：0.6g

15 火

軟飯
鶏肉とりんごの煮物　人参添え
きゃべつときゅうりの煮物
トマトスープ　ヨーグルト　麦茶

かぼちゃ軟飯　麦茶 とりひきにく　ヨーグルト こめ　かたくりこ　さとう りんご　にんじん　キャベツ
きゅうり　トマト缶　なす
コーン　かぼちゃ

ｴﾈﾙｷﾞ-：309kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：11.1g
脂質：5.3g

ｶﾙｼｳﾑ：77mg
食塩相当量：0.7g

16 水

食パンスティック
ささ身のトマト煮
さつま芋とりんごの煮物
かぶとコーンのスープ
バナナ　麦茶

豚そぼろ軟飯　麦茶 ささみ　ぶたひきにく しょくぱん　かたくりこ　さ
つまいも　さとう　こめ

トマト　たまねぎ　にんじん
りんご　かぶ　コーン　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：280kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.9g
脂質：3.5g

ｶﾙｼｳﾑ：40mg
食塩相当量：1.2g

17 木

軟飯　麻婆茄子
にんじんスティック
ほうれん草と豆腐のスープ
ヨーグルト　麦茶

食パンと
         バナナスティック
麦茶

とりひきにく　みそ　とうふ
ヨーグルト

こめ　かたくりこ　さとう
しょくぱん

なす　にんじん　ほうれんそう
バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：281kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：11.3g
脂質：5.6g

ｶﾙｼｳﾑ：97mg
食塩相当量：0.7g

18 金

軟飯　肉団子とブロッコリーの煮物
じゃがいもの煮物
トマトのスープ
りんごの煮物　麦茶

チーズとしらすの軟飯
麦茶

とりひきにく　しらす　チーズ こめ　かたくりこ
じゃがいも　さとう

ブロッコリー　にんじん
たまねぎ　トマト缶　りんご
あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：287kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.1g
脂質：4.2g

ｶﾙｼｳﾑ：68mg
食塩相当量：0.7g

19 土
そぼろ丼
かぼちゃ和え物
わかめのみそ汁　ヨーグルト　麦茶

食パンとバナナ　麦茶 とりひきにく　チーズ　とうふ
むぎみそ　ヨーグルト

こめ　さとう　しょくぱん たまねぎ　こまつな　かぼちゃ
きゅうり　わかめ　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：286kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.2g
脂質：7.1g

ｶﾙｼｳﾑ：107mg
食塩相当量：1g

23 水

食パンスティック
高野豆腐のミルク煮
さつま芋とりんごの煮物
トマトスープ   バナナ　麦茶

青のりの軟飯　麦茶 こうやどうふ　ぎゅうにゅう
とりひきにく

しょくぱん　さつまいも　さ
とう　じゃがいも　こめ

にんじん
りんご
たまねぎ
トマト缶
バナナ
あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：294kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：10.1g
脂質：5g

ｶﾙｼｳﾑ：85mg
食塩相当量：0.7g

24 木

にんじんの軟飯　鶏肉と野菜の煮物
大根のスティック
ほうれん草のスープ
りんごの煮物　麦茶

ツナの軟飯　麦茶 とりひきにく　まぐろ こめ　さとう　かたくりこ にんじん　たまねぎ　トマト缶
だいこん　ほうれんそう
りんご　コーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：261kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.6g
脂質：4.7g

ｶﾙｼｳﾑ：40mg
食塩相当量：0.8g

25 金

さつま芋の軟飯
ささ身のミルク煮
人参スティック
じゃが芋と玉葱のみそ汁
ヨーグルト　麦茶

かぼちゃ軟飯　麦茶 ささみ
ぎゅうにゅう
むぎみそ
ヨーグルト

こめ　さつまいも
かたくりこ
じゃがいも　さとう

あおのり　にんじん　たまねぎ
こまつな　かぼちゃ

ｴﾈﾙｷﾞ-：274kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.5g
脂質：2.2g

ｶﾙｼｳﾑ：103mg
食塩相当量：0.6g

26 土

ささ身のあんかけ丼
にんじんの白和え
ひき肉と小松菜のスープ
ヨーグルト　麦茶

食パンとバナナ　麦茶 ささみ　むぎみそ　とうふ
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

キャベツ　にんじん　こまつな
バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：282kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：15.3g
脂質：5.8g

ｶﾙｼｳﾑ：110mg
食塩相当量：0.6g

28 月
軟飯　鮭の野菜あんかけ
納豆　さつま芋のみそ汁
りんごゼリー　麦茶

じゃが芋とコーンの軟飯
麦茶

さけ　なっとう　とうふ
むぎみそ

こめ　さとう　かたくりこ
さつまいも　じゃがいも

たまねぎ　にんじん　きゅうり
あおのり　りんごジュース
かんてん　コーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：308kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.3g
脂質：4.3g

ｶﾙｼｳﾑ：60mg
食塩相当量：0.9g

29 火

軟飯　鶏肉とかぼちゃのみそ煮
きゅうりと人参のスティック
根菜のトマトスープ
ヨーグルト　麦茶

トマトとツナの軟飯
麦茶

とりひきにく　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

たまねぎ　かぼちゃ　きゅうり
にんじん　トマト缶 ｴﾈﾙｷﾞ-：308kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：13.5g
脂質：5.5g

ｶﾙｼｳﾑ：78mg
食塩相当量：0.5g

30 水

食パンスティック
鶏団子と小松菜の煮物
キャベツと人参の煮物
玉葱と豆腐のスープ　バナナ　麦茶

チーズ軟飯　麦茶 とりひきにく
とうふ　チーズ

しょくぱん　かたくりこ　こ
め

こまつな　キャベツ　にんじん
たまねぎ　バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：260kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：10.7g
脂質：5.5g

ｶﾙｼｳﾑ：86mg
食塩相当量：1g

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。


