
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        0.1歳児 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　切り干し大根の五目煮
たまねぎと油揚げのみそ汁
ヨーグルト　牛乳

豆乳みそにゅうめん
麦茶

とりひきにく　たまご
ちくわ　あぶらあげ　むぎみそ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
ぶたひきにく　とうにゅう

こめ　さとう
そうめん
かたくりこ

しょうが　きりぼしだいこん
ひじき　えだまめ　にんじん
れんこん　たまねぎ　だいこん
こまつな

ｴﾈﾙｷﾞ-：485kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：23.9g
脂質：14.2g

ｶﾙｼｳﾑ：213mg
食塩相当量：2.3g

2 金

ごはん　豆腐の揚げなすそぼろあん
キャベツのおかか和え
じゃが芋と厚揚げのみそ汁
バナナ　牛乳

黒ゴマきなこラスク
麦茶

とうふ　ぶたひきにく
かまぼこ　かつおぶし
あつあげ　むぎみそ
ぎゅうにゅう　きなこ

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

なす　ピーマン　キャベツ
にんじん　はねぎ　バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：436kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：15.2g
脂質：16.4g

ｶﾙｼｳﾑ：155mg
食塩相当量：1.3g

3 土

塩焼きそば　水菜と厚揚げの和え物
かぼちゃのみそ汁
ヨーグルト　牛乳

あんずジャムサンド
麦茶

ぶたもも　あつあげ　とうふ
むぎみそ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

ちゅうかめん
ちょうごうゆ　さとう
しょくぱん　あんずジャム

にんじん　たまねぎ　キャベツ
もやし　はねぎ　あおのり
みずな　かぼちゃ　えのきたけ

ｴﾈﾙｷﾞ-：413kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19g
脂質：9.4g

ｶﾙｼｳﾑ：223mg
食塩相当量：1.7g

5 月

ごはん　鮭の塩焼き
白菜のなめたけ和え
小松菜と麩のみそ汁
りんごゼリー　牛乳

バナナとプルーンのケーキ
麦茶

さけ　むぎみそ　ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう

こめ　さとう
やきふ　こむぎこ
バター　ふんとう　きび

はくさい　にんじん
えのきたけ　こまつな
りんごジュース　かんてん
バナナ　プルーン

ｴﾈﾙｷﾞ-：352kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14.2g
脂質：7.6g

ｶﾙｼｳﾑ：132mg
食塩相当量：0.9g

6 火

ごはん　大豆と鶏肉の揚げ煮
刻み昆布ときゅうりの和え物
じゃがいものみそ汁　ヨーグルト　牛乳

枝豆もち
麦茶

だいず　とりもも　かまぼこ
むぎみそ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　とうにゅう
チーズ

こめ　かたくりこ
ちょうごうゆ
さつまいも　さとう
こめこ

しょうが　ほうれんそう
にんじん　しいたけ
きざみこんぶ　きゅうり
じゃがいも　えのきたけ
ねぶかねぎ　えだまめ

ｴﾈﾙｷﾞ-：439kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：19.3g
脂質：14.1g

ｶﾙｼｳﾑ：201mg
食塩相当量：1.4g

7 水

ごまパン　豚肉のごま揚げ
根菜とひじきのサラダ
大根とかぶのポタージュ
かき　牛乳

五目ごはん（アルファ化米）

麦茶

ぶたかたロース
だっしふんにゅう
ぎゅうにゅう　あぶらあげ
とりもも

ごまぱん　ごま
かたくりこ
ちょうごうゆ　マヨドレ
じゃがいも
アルファ化米　さとう

たまねぎ　しょうが　にんじん
れんこん　ひじき　みずな
だいこん　かぶ　かき　ごぼう

ｴﾈﾙｷﾞ-：572kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：20.7g
脂質：22.4g

ｶﾙｼｳﾑ：221mg
食塩相当量：1.5g

8 木

ごはん　鶏肉と秋野菜のトマト煮
キャベツと炒りたまごのサラダ
刻み昆布のオニオンスープ
バナナ　牛乳

大学かぼちゃ　麦茶 とりもも　たまご
ぎゅうにゅう

こめ　さとう
かたくりこ
ちょうごうゆ
マヨドレ　ごま

にんじん　たまねぎ　かぶ
トマト缶　トマトピューレー
キャベツ　きゅうり
きざみこんぶ　バナナ
かぼちゃ

ｴﾈﾙｷﾞ-：349kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：13.7g
脂質：8.3g

ｶﾙｼｳﾑ：127mg
食塩相当量：1.3g

9 金

コーンもやし味噌ラーメン
根菜のごま炒め
にんじんとツナのサラダ
ヨーグルト　牛乳

うめおかかおにぎり
麦茶

ぶたひきにく　みそ　まぐろ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう
かつおぶし

ちゅうかめん
ちょうごうゆ
さつまいも　ごま
さとう　こめ

コーン　もやし　ねぶかねぎ
こまつな　れんこん　かぼちゃ
にんじん　エリンギ　うめづけ

ｴﾈﾙｷﾞ-：489kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：20.1g
脂質：11.6g

ｶﾙｼｳﾑ：197mg
食塩相当量：2.4g

10 土

焼肉風どんぶり　青菜の和え物
ふのみそ汁
ヨーグルト　牛乳

イチゴジャムサンド
麦茶

ぶたもも　あぶらあげ
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　やきふ
しょくぱん　いちごジャム

たまねぎ　キャベツ　にら
りんごジュース　ねぶかねぎ
ほうれんそう　にんじん
もやし　わかめ　えのきたけ

ｴﾈﾙｷﾞ-：365kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.2g
脂質：9.4g

ｶﾙｼｳﾑ：163mg
食塩相当量：1.1g

12 月

ごはん　白身魚の磯部揚げ
かぶと厚揚げのゆず風味煮
大根のすまし汁
ぶどうゼリー　牛乳

さつまいもと
　　　レーズンのケーキ
麦茶

すけとうだら
あつあげ　かまぼこ
ぎゅうにゅう

こめ　こめこ
かたくりこ
ちょうごうゆ　さとう
さつまいも　こむぎこ

あおのり　かぶ　にんじん
れんこん　ゆず　だいこん
しめじ　ぶどうジュース
かんてん　レーズン

ｴﾈﾙｷﾞ-：392kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：14g
脂質：11.1g

ｶﾙｼｳﾑ：167mg
食塩相当量：1.1g

13 火

ごはん　豚のしょうが焼き
青菜のおかか和え
豆腐とのりのみそ汁　オレンジ　牛乳

ミニアメリカンドック
麦茶

ぶたかたロース　かつおぶし
とうふ　だいず　むぎみそ
ぎゅうにゅう　ソーセージ
とうにゅう

こめ　さとう
ちょうごうゆ　こめこ

たまねぎ　にんじん　しょうが
こまつな　えのきたけ　もやし
やきのり　オレンジ

ｴﾈﾙｷﾞ-：477kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.5g
脂質：23.6g

ｶﾙｼｳﾑ：145mg
食塩相当量：1.7g

14 水

♪お楽しみ給食♪
テーブルロール
ムサカ（なすのグラタン）

コロネーションサラダ
（カレーマヨポテトサラダ）

ファソラーダ（豆のスープ）

ギリシャヨーグルト　牛乳

クラビエデス
（スノーボールクッキー）

麦茶

ぶたひきにく　ぎゅうにゅう
パルメザンチーズ　だいず
ヨーグルト　だっしふんにゅう

ロールパン　オリーブゆ
こめこ　バター
じゃがいも　マヨドレ
マーマレード
グラニューとう
ブルーベリージャム
こむぎこ　ふんとう

たまねぎ　トマト缶
トマトピューレー　なす
赤ピーマン　にんじん
レーズン　レモン ｴﾈﾙｷﾞ-：510kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：18.3g
脂質：24.5g

ｶﾙｼｳﾑ：271mg
食塩相当量：1.2g

15 木

ごはん　豚肉とじゃが芋の卵炒め
もやしとのりのナムル
納豆汁　バナナ　牛乳

フライドうどん　麦茶 ぶたもも　たまご　なっとう
あつあげ　むぎみそ
ぎゅうにゅう　きなこ

こめ　じゃがいも
さとう　ちょうごうゆ
うどん　こむぎこ

にんじん　ピーマン　たけのこ
もやし　しめじ　コーン
きゅうり　やきのり　はくさい
ねぶかねぎ　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：381kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.6g
脂質：11.2g

ｶﾙｼｳﾑ：110mg
食塩相当量：1.1g

16 金

秋野菜カレー
キャベツサラダ
厚揚げのスープ
ヨーグルト　牛乳

にんじんプリン　麦茶 とりもも　ぎゅうにゅう
まぐろ　あつあげ　ヨーグルト
ゼラチン　だっしふんにゅう
ホイップクリーム

こめ　さつまいも
ちょうごうゆ　バター
こむぎこ　さとう

にんじん　たまねぎ　なす
しめじ　しいたけ　キャベツ
きゅうり　かぶ

ｴﾈﾙｷﾞ-：435kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：17.8g
脂質：16.4g

ｶﾙｼｳﾑ：296mg
食塩相当量：1g

17 土
ソースうどん　にんじんサラダ
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

ぶたロース　かつおぶし
ちくわ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

うどん　ちょうごうゆ
しょくぱん
ブルーベリージャム

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

ｴﾈﾙｷﾞ-：362kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.5g
脂質：12.3g

ｶﾙｼｳﾑ：158mg
食塩相当量：1.4g

19 月

ごはん　鮭のちゃんちゃん焼き
高野豆腐の含め煮　わかめのすまし汁
みかん寒天　牛乳

ピーチパイ　麦茶 さけ　むぎみそ
こうやどうふ　あぶらあげ
かまぼこ　ぎゅうにゅう

こめ　さとう
やきふ　ぎょうざのかわ
こむぎこ　グラニューとう
ちょうごうゆ

キャベツ　にんじん　もやし
しいたけ　グリンピース
わかめ　かんてん　みかんかん
ももかん　レモン

ｴﾈﾙｷﾞ-：351kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.9g
脂質：8.4g

ｶﾙｼｳﾑ：114mg
食塩相当量：1.3g

20 火

ごはん（アルファ化米）
鶏のから揚げのり風味　かぼちゃ添え
小松菜としめじの炒め煮
白菜の豆乳スープ　かき　牛乳

ブルーベリーと
　　　チーズの蒸しパン
麦茶

とりもも　ちくわ　とうにゅう
ぎゅうにゅう　チーズ

アルファ化米
かたくりこ
ちょうごうゆ　マヨドレ
さとう　こむぎこ

やきのり　かぼちゃ　こまつな
にんじん　しめじ　はくさい
たまねぎ　コーン　かき
ブルーベリー

ｴﾈﾙｷﾞ-：466kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.7g
脂質：11.8g

ｶﾙｼｳﾑ：158mg
食塩相当量：1.6g

21 水

にんじんパン　レバーの竜田揚げ
3色サラダ
じゃが芋と麩のみそ汁
バナナ　牛乳

ひじきチャーハン　麦茶 ぶたればー
むぎみそ
ぎゅうにゅう
ちくわ

にんじんぱん
かたくりこ
ちょうごうゆ　マヨドレ
さとう　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　ひじき　しいたけ
こまつな

ｴﾈﾙｷﾞ-：350kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.2g
脂質：9.7g

ｶﾙｼｳﾑ：105mg
食塩相当量：1.5g

22 木

月見きつねうどん
切り干し大根のかきあげ
水菜の和風サラダ　ヨーグルト　牛乳

納豆焼き　麦茶 かまぼこ　うずらたまご
あぶらあげ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう　なっとう
しらす

うどん　さとう　こめこ
かたくりこ　ちょうごうゆ
ごま　ごまあぶら

干ししいたけ　たまねぎ
にんじん　きりぼしだいこん
しめじ　えだまめ　みずな
ごぼう　キャベツ　うめぼし
あおのり

ｴﾈﾙｷﾞ-：399kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16g
脂質：13.5g

ｶﾙｼｳﾑ：237mg
食塩相当量：1.7g

23 金

ごはん
かぼちゃとさつまいものコロッケ
　　　　　　　　　　　　　小松菜添え

もやしとベーコンのサラダ
トマトスープ　バナナ　牛乳

チーズハッシュドポテト
麦茶

ぶたひきにく　ベーコン
だいず　ぎゅうにゅう
チーズ

こめ　さつまいも
ちょうごうゆ　こめこ
米粉のパン粉　さとう
じゃがいも　かたくりこ

かぼちゃ　たまねぎ　こまつな
もやし　にんじん　コーン
トマト缶　バナナ ｴﾈﾙｷﾞ-：449kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：13.3g
脂質：15.3g

ｶﾙｼｳﾑ：130mg
食塩相当量：1.5g

24 土

麻婆春雨丼
エリンギと厚揚げの炒め物
ニラともやしのスープ
ヨーグルト　牛乳

りんごジャムサンド
麦茶

とうふ　ぶたひきにく
みそ　むぎみそ　あつあげ
ちくわ　ヨーグルト
ぎゅうにゅう

こめ　はるさめ
ちょうごうゆ　さとう
かたくりこ　ごまあぶら
しょくぱん　りんごジャム

たまねぎ　しいたけ
ねぶかねぎ　はねぎ　エリンギ
にんじん　なす　グリンピース
にら　もやし

ｴﾈﾙｷﾞ-：389kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.7g
脂質：11.6g

ｶﾙｼｳﾑ：207mg
食塩相当量：1.5g

26 月

ごはん　鯵のパン粉焼き
もやしの中華風サラダ
厚揚げのみそ汁　カルピスゼリー　牛乳

豆乳くずもち　麦茶 あじ　あつあげ　ぎゅうにゅう
きなこ

こめ　こめこ
米粉のパン粉
ちょうごうゆ　さとう
ごまあぶら
にゅうさんきんいんりょう
とうにゅう　かたくりこ

もやし　きゅうり　にんじん
コーン　しいたけ　かんてん

ｴﾈﾙｷﾞ-：373kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.4g
脂質：11.1g

ｶﾙｼｳﾑ：144mg
食塩相当量：0.7g

27 火

ビビンバ丼
さつま芋とりんごの白和え
ワカメスープ　ヨーグルト　牛乳

大根ケーキ　麦茶 ぶたひきにく　むぎみそ
とうふ　あつあげ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

こめ　さとう
かたくりこ
ちょうごうゆ　ごま
さつまいも　こむぎこ

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　プルーン ｴﾈﾙｷﾞ-：453kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：15.8g
脂質：14.1g

ｶﾙｼｳﾑ：235mg
食塩相当量：1.3g

28 水

テーブルロール
鮭とかぶの豆乳クリームシチュー
刻み昆布のサラダ　バナナ　牛乳

切干大根のごはん　麦茶 さけ　だいず　とうにゅう
ぎゅうにゅう　あぶらあげ

ロールパン　こむぎこ
バター　さとう　こめ
ちょうごうゆ

かぶ　たまねぎ　にんじん
グリンピース　きざみこんぶ
コーン　赤ピーマン　きゅうり
バナナ　きりぼしだいこん
干ししいたけ

ｴﾈﾙｷﾞ-：375kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：16.2g
脂質：11.6g

ｶﾙｼｳﾑ：127mg
食塩相当量：1.3g

29 木

ごはん　栄養ふりかけ
チーズオムレツ
ブロッコリーの和風サラダ
白菜とベーコンのスープ
ヨーグルト　牛乳

ボンボンドーナツ　麦茶 しらす　かつおぶし
たまご　ぎゅうにゅう
だっしふんにゅう　チーズ
ベーコン　だいず　ヨーグルト

こめ　じゃがいも
ちょうごうゆ　さとう
バター　こむぎこ

きざみこんぶ　あおのり
たまねぎ　グリンピース
ブロッコリー　にんじん
もやし　はくさい　しめじ

ｴﾈﾙｷﾞ-：388kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.2g
脂質：13.2g

ｶﾙｼｳﾑ：247mg
食塩相当量：1.3g

30 金

キャロットライス
鶏肉のりんごソースかけ　パプリカ添え

コールスローサラダ
かぼちゃのポタージュ　バナナ　牛乳

ハロウィンクッキー　麦茶 とりもも
だっしふんにゅう
ぎゅうにゅう

こめ　りんごジャム
さとう　かたくりこ
ちょうごうゆ
こむぎこ　バター

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
グリンピース　バナナ

ｴﾈﾙｷﾞ-：507kcal
ﾀﾝﾊﾟｸ：15.9g
脂質：16.8g

ｶﾙｼｳﾑ：138mg
食塩相当量：1.1g

31 土

和風きのこスパゲティ
水菜とちくわのサラダ　野菜スープ
ヨーグルト　牛乳

マーマレードジャムサンド
麦茶

とりもも　ちくわ
ヨーグルト　ぎゅうにゅう

マカロニ　バター
ちょうごうゆ
じゃがいも　しょくぱん
マーマレード

たまねぎ　にんじん　しめじ
えのきたけ　みずな　だいこん
キャベツ ｴﾈﾙｷﾞ-：356kcal

ﾀﾝﾊﾟｸ：16.9g
脂質：9.7g

ｶﾙｼｳﾑ：192mg
食塩相当量：1.3g

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。


