
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        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

1 火

炊き出しご飯　けんちん汁(防災食)
みかん缶　麦茶

お好み焼き　ヨーグルト
牛乳

とりもも　あぶらあげ
ぶたひきにく　かつおぶし
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

アルファ化米　じゃがいも
こんにゃく　やきふ
さとう　こむぎこ
ながいも　マヨドレ

うめ　だいこん　にんじん
しいたけ　みかんかん
キャベツ　はねぎ　あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：400kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：12.9g
脂質：9.2g

ｶﾙｼｳﾑ：205mg
食塩相当量：1.3g

2 水

チーズパン　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

コーンピラフ　麦茶 だいず　ぶたひきにく
ちくわ　ぎゅうにゅう

チーズぱん　じゃがいも
ちょうごうゆ　さとう
かたくりこ　こめ　バター

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
コーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：461kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.3g
脂質：15.1g

ｶﾙｼｳﾑ：182mg
食塩相当量：2.1g

3 木

ごはん　チーズシュウマイ
　　　　　　　しめじのナムル添え
スティック野菜のソテー
豆腐と卵のみそ汁　オレンジ　牛乳

揚げバナナ　麦茶 ぶたひきにく　チーズ
とうふ　むぎみそ　たまご
ぎゅうにゅう　とうにゅう

こめ　しゅうまいのかわ　か
たくりこ　さとう
ごまあぶら　さつまいも
ちょうごうゆ　ごま
こむぎこ　ふんとう

グリンピース　たまねぎ
しょうが　しめじ　にんじん
さやいんげん　ねぶかねぎ
こまつな　オレンジ　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：493kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.3g
脂質：15g

ｶﾙｼｳﾑ：185mg
食塩相当量：0.9g

4 金

野菜たっぷりそうめん
揚げ豆腐の肉みそあん
小松菜としめじの炒め煮
ヨーグルト　牛乳

パインアップルケーキ
麦茶

とうふ　ぶたひきにく　むぎみそ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

そうめん・ひやむぎ
さとう　かたくりこ
ちょうごうゆ　こむぎこ　バ
ター　きび

なす　きゅうり　トマト
はねぎ　こまつな　にんじん
しめじ　パインアップルかん
レモン

ｴﾈﾙｷﾞ-：423kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.2g
脂質：13.3g

ｶﾙｼｳﾑ：273mg
食塩相当量：2.1g

5 土
麻婆丼　ブロッコリーの塩昆布サラダ
かぶのごまスープ　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　あつあげ　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-：454kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.4g
脂質：13.4g

ｶﾙｼｳﾑ：280mg
食塩相当量：1.5g

7 月

六穀ごはん　鮭の西京漬け
小松菜と厚揚げの和え物
なめこのみそ汁　りんごゼリー　牛乳

米粉と豆腐のブラウニー
麦茶

くろだいず　さけ　みそ
あつあげ　かつおぶし
とうふ　むぎみそ
ぎゅうにゅう

こめ　げんまい　おおむぎ
さとう　こめこ
かたくりこ
ちょうごうゆ
ふんとう

にんじん　こまつな
えのきたけ　コーン　なめこ
はねぎ　りんごジュース
かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：461kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.7g
脂質：14.1g

ｶﾙｼｳﾑ：236mg
食塩相当量：1.2g

8 火

ミートソーススパゲティ
彩り野菜とチーズのサラダ
白菜と厚揚げのスープ　ヨーグルト
牛乳

梨とぶどうのゼリー
麦茶

ぶたひきにく　チーズ
あつあげ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

マカロニ　こめこ　さとう
ちょうごうゆ

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　しめじ　なし
かんてん　ぶどうジュース

ｴﾈﾙｷﾞ-：401kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.2g
脂質：12.4g

ｶﾙｼｳﾑ：292mg
食塩相当量：1.6g

9 水

レーズンパン
かぼちゃの豆乳シチュー
コロコロサラダ　バナナ　牛乳

ひじきとしらすの
　　　　　　　おにぎり
麦茶

とりもも　とりむね
とうにゅう　チーズ
ぎゅうにゅう　しらす

ぶどうパン　バター
こむぎこ　さとう
ちょうごうゆ　こめ
ごま

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

ｴﾈﾙｷﾞ-：412kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.9g
脂質：11.9g

ｶﾙｼｳﾑ：171mg
食塩相当量：1.5g

10 木

♪お楽しみ給食♪
菠蘿炒飯(パインアップルチャーハン)　春
巻き　チンゲン菜の中華炒め
コーンと卵の中華スープ
杏仁豆腐風　ジャスミン茶シロップかけ
牛乳

花巻　麦茶 ぶたひきにく　ぶたかたロース
たまご　ぎゅうにゅう
クリーム

こめ　ちょうごうゆ
かたくりこ　ごまあぶら　さ
とう
しゅうまいのかわ
こむぎこ

赤ピーマン　ピーマン
たまねぎ　パインアップル
もやし　たけのこ　にんじん
しいたけ　チンゲンサイ
しょうが　コーン　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：480kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.3g
脂質：14.9g

ｶﾙｼｳﾑ：196mg
食塩相当量：0.8g

11 金

ごはん　肉豆腐
揚げ浸しの梅肉和え
根菜のみそ汁
オレンジ　牛乳

ソース焼きそば　麦茶 とうふ　ぶたひきにく
かつおぶし　あぶらあげ
むぎみそ　ぎゅうにゅう
ぶたもも

こめ　さとう
ちょうごうゆ
ちゅうかめん
ごまあぶら

たまねぎ　えのきたけ
ねぶかねぎ　にんじん
なす　きゅうり　うめぼし
だいこん　ごぼう　オレンジ
キャベツ　もやし　ピーマン
あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：434kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.9g
脂質：12.2g

ｶﾙｼｳﾑ：171mg
食塩相当量：1.2g

12 土

しょうが焼き丼
高野豆腐とにんじんの煮物
大根のすまし汁　ヨーグルト　牛乳

イチゴジャムサンド
麦茶

ぶたロース　こうやどうふ
ちくわ　あぶらあげ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

こめ　さとう
ちょうごうゆ
しょくぱん　いちごジャム

たまねぎ　にんじん　はねぎ
しょうが　グリンピース
だいこん　こまつな　しめじ

ｴﾈﾙｷﾞ-：461kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：20.4g
脂質：15.3g

ｶﾙｼｳﾑ：232mg
食塩相当量：1.1g

14 月

さんまの蒲焼き丼
かぼちゃの枝豆あんかけ
小松菜と豆腐の胡麻和え
具だくさんのみそ汁　ぶどうゼリー
牛乳

アップルトースト　麦茶 くろだいず　さんま
とうふ
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　さとう
ごま　じゃがいも
しょくぱん　バター
グラニューとう

やきのり　はねぎ　かぼちゃ
えだまめ　こまつな　キャベツ
ひじき　だいこん　にんじん
しめじ　ねぶかねぎ
ぶどうジュース　かんてん
りんご

ｴﾈﾙｷﾞ-：470kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.8g
脂質：15.5g

ｶﾙｼｳﾑ：193mg
食塩相当量：1.1g

15 火

きのこのバターライス
鶏肉のオレンジ焼き　人参グラッセ添え
フレンチサラダ　トマトスープ
ヨーグルト　牛乳

きなこだんご　麦茶 とりもも　あつあげ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
とうふ　きなこ

こめ　バター
マーマレード
ちょうごうゆ　さとう
しらたまこ

しめじ　しいたけ　えのきたけ
にんじん　キャベツ　きゅうり
パインアップルかん　トマト缶
なす　コーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：416kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.3g
脂質：13.4g

ｶﾙｼｳﾑ：225mg
食塩相当量：1.3g

16 水

ごまパン　トマトハンバーグ
さつま芋と梨のフルーツサラダ
かぶとコーンのスープ　バナナ　牛乳

梅干しおにぎり　麦茶 ぶたひきにく　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

ごまぱん　コーングリッツ
さつまいも　マヨドレ
さとう　こめ　ごま

トマト　たまねぎ　にんじん
なし　りんご　レーズン　かぶ
コーン　バナナ　うめぼし
しそ

ｴﾈﾙｷﾞ-：310kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：11.7g
脂質：10.1g

ｶﾙｼｳﾑ：143mg
食塩相当量：1.1g

17 木

ごはん　麻婆茄子　れんこんのマリネ
チンゲン菜と卵のスープ　ヨーグルト
牛乳

バナナドーナツ　麦茶 ぶたひきにく　みそ　たまご
とうふ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　とうにゅう

こめ　さとう　かたくりこ
ごまあぶら
ちょうごうゆ
こむぎこ

なす　しいたけ　にんじん
ねぶかねぎ　しょうが
れんこん　たまねぎ
チンゲンサイ　もやし　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：505kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.2g
脂質：15.2g

ｶﾙｼｳﾑ：221mg
食塩相当量：1.2g

18 金

ゆかりのおにぎり　若鶏唐揚
フライドポテト　ミネストローネ
オレンジ　牛乳

カルシウムトースト
麦茶

とりもも　だいず
ぎゅうにゅう　しらす
チーズ

こめ　ごま　かたくりこ　こ
むぎこ　ちょうごうゆ　じゃ
がいも　さとう
しょくぱん　バター

うめ　しょうが　ブロッコリー
にんじん　たまねぎ　ごぼう
トマト缶　オレンジ　あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：451kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.2g
脂質：15g

ｶﾙｼｳﾑ：174mg
食塩相当量：1.4g

19 土

そぼろ丼　かぼちゃサラダ
わかめのみそ汁　ヨーグルト　牛乳

りんごジャムサンド
麦茶

ぶたひきにく　チーズ　とうふ
むぎみそ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

こめ　さとう
ちょうごうゆ　マヨドレ
しょくぱん　りんごジャム

たまねぎ　しいたけ
こまつな　かぼちゃ
きゅうり　わかめ
しめじ

ｴﾈﾙｷﾞ-：443kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.3g
脂質：15.2g

ｶﾙｼｳﾑ：225mg
食塩相当量：1.4g

23 水

たまごドック　高野豆腐のフライ
根菜のごま和え
大豆と野菜のスープ
バナナ　牛乳

おはぎ　麦茶 たまご　こうやどうふ
ぶたかた　だいず
ぎゅうにゅう　きなこ

コッペパン　マヨドレ
こむぎこ　パンこ
ちょうごうゆ　さとう
ごま　じゃがいも　こめ　も
ちごめ

たまねぎ
れんこん
にんじん
さやいんげん
トマト缶
バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：443kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.5g
脂質：13g

ｶﾙｼｳﾑ：197mg
食塩相当量：1.5g

24 木

チャーハン　酢豚
きのこのナムル
ワンタンスープ
オレンジ　牛乳

人参とレーズンのケーキ
麦茶

かまぼこ　ぶたかたロース
ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう

こめ　ごまあぶら
かたくりこ
ちょうごうゆ　さとう
ごま　わんたんのかわ
こむぎこ

ねぶかねぎ　グリンピース
たまねぎ　にんじん　ピーマン
たけのこ　トマトピューレー
トマト缶　しめじ　えのきたけ
エリンギ　チンゲンサイ
オレンジ　レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：449kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17g
脂質：12.9g

ｶﾙｼｳﾑ：206mg
食塩相当量：1.1g

25 金

さつま芋ごはん　さくさくチキン
もやしのカレーサラダ
じゃが芋と玉葱のみそ汁　ヨーグルト
牛乳

プルーンとりんごの
　　　スティックケーキ
麦茶

とりもも　ちくわ　むぎみそ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう　とうにゅう

こめ　さつまいも　ごま　マ
ヨドレ　米粉のパン粉　コー
ンフレーク　さとう　ちょう
ごうゆ　じゃがいも　こむぎ
こ　バター

もやし　にんじん　たまねぎ
こまつな　りんご　プルーン ｴﾈﾙｷﾞ-：490kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：17.9g
脂質：14g

ｶﾙｼｳﾑ：247mg
食塩相当量：1.6g

26 土

回鍋肉丼　中華風白和え
小松菜ときのこのスープ
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　むぎみそ
みそ　ちくわ　とうふ
ぶたひきにく　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

こめ　ちょうごうゆ
さとう　ごまあぶら
しょくぱん
ブルーベリージャム

キャベツ　ピーマン　にんじん
チンゲンサイ　しいたけ
こまつな　しめじ　えのきたけ

ｴﾈﾙｷﾞ-：413kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.8g
脂質：12.5g

ｶﾙｼｳﾑ：218mg
食塩相当量：1.5g

28 月

六穀ごはん　鯵の南蛮漬け
オクラの納豆和え
豆腐とえのきのみそ汁
オレンジゼリー　牛乳

レーズンミルククッキー
麦茶

くろだいず　あじ　なっとう
とうふ　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　げんまい
おおむぎ　かたくりこ
さとう　ちょうごうゆ
こむぎこ

たまねぎ　にんじん　ピーマン
オクラ　あおのり　えのきたけ
オレンジジュース　かんてん
レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：461kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：18.9g
脂質：13.9g

ｶﾙｼｳﾑ：206mg
食塩相当量：0.9g

29 火

ごはん　彩り野菜のミートローフ
ひじきとれんこんの梅サラダ
根菜のトマトスープ　ヨーグルト
牛乳

トマトソースのペンネ
麦茶

ぶたひきにく
むぎみそ
ちくわ
ヨーグルト
ぎゅうにゅう
まぐろ
パルメザンチーズ

こめ　米粉のパン粉
さとう　ごま　じゃがいも
ペンネ　ちょうごうゆ

たまねぎ　かぼちゃ　えだまめ
しょうが　ひじき　れんこん
きゅうり　うめぼし　にんじん
トマト缶

ｴﾈﾙｷﾞ-：485kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：20.8g
脂質：13.2g

ｶﾙｼｳﾑ：218mg
食塩相当量：1.6g

30 水

にんじんパン
とりマヨ　小松菜のナムル添え
キャベツとエリンギのバター醤油炒め
玉葱と大豆のスープ　バナナ　牛乳

チーズおかかおにぎり
麦茶

とりもも　コンデンスミルク
だいず　ちくわ　ぎゅうにゅう
チーズ　かつおぶし

にんじんぱん　かたくりこ
ちょうごうゆ　マヨドレ　ご
まあぶら　ごま
バター　こめ

こまつな　キャベツ　エリンギ
にんじん　たまねぎ　バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：465kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：19.3g
脂質：17.5g

ｶﾙｼｳﾑ：193mg
食塩相当量：1.6g

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。


