9
日付

献立

月

の

3時おやつ

01
木

コッペパン、オムレツ、コールスローサラ
ダ、スープ

お茶、おにぎり(未)サンドパン

02
金

焼き鳥丼、和え物、すまし汁、チーズ

ヤクルト、豆乳ケーキ

03
土

ギリーニン、サラダ、スープ

ヤクルト、おかし

05
月

わかめごはん、白身魚のチーズ焼き、ご
ぼうサラダ、スープ

ミルク、マシュマロフレーク

06
火

ミートソーススパゲティー、キャベツナサラ お茶、みそパン
ダ、ゼリー、スープ

07
水

ごはん、鶏のごまみそ焼き、もやし和え、
かきたま汁

08
木

クロワッサン、ポークビーンズ、マカロニサ お茶、おにぎり(未)サンドパン
ラダ、スープ

09
金
お月見メニュー

ヤクルト、チーズカップケーキ

五目うどん、月見つくね、さつまいも煮

お茶、まんじゅう

10
土

中華丼、しゅうまい、スープ

ヤクルト、おかし

12
月

ごまごはん、鮭の香味焼き、切り干し大根 お茶、ウインナーパン
のうま煮、みそ汁

13
火

塩ラーメン、生揚げのそぼろ煮、ゼリー

14
水

ごはん、鶏のマヨ照り焼き、ひじき煮、すま ゼリー、クラッカー
し汁

15
木

ロールパン(未)ごはん、ミートローフ、
ジャーマンポテト、スープ

麦茶、おにぎり(未)サンドパン

16
金

キーマカレー、はるさめのさっぱり和え、
スープ

ヤクルト、いちごカップケーキ

17
土

チャーハン、水餃子、スープ

ヤクルト、おかし

20
火

焼きそば、豆腐サラダ、くだもの、スープ

麦茶、クリームサンド

21
水

ごはん、チキンカツ、たまごサラダ、スープ パインヨーグルト、せんべい

22
木
♪誕生会♪

お茶、ジャムパン

サンドイッチ、ミートボール、くだもの、カル お茶、お誕生日ケーキ
ピス

24
土

ハヤシライス、サラダ、スープ

26
月

五目ごはん、白身魚のマヨ焼き、かぼちゃ お茶、ふラスク
の煮物、みそ汁

27
火

ごはん、チンジャオロース、中華和え、
スープ

ミルク、マカロニきなこ

28
水

肉うどん、おからサラダ、ゼリー

ヤクルト、ミルク蒸しパン

29
木

コッペパン、ブラウンシチュー、かぼちゃの 麦茶、おにぎり(未)サンドパン
サラダ、チーズ

30
金

もずく丼、にんじんしりしり、スープ

ヤクルト、おかし

ヤクルト、黒糖蒸しパン

献

エネルギー
たんぱく質
脂質／塩分
( )は未満児
491.9(461.6)
18.4(15.2)
16.2(13.7)
2.6(2.1)
401.2(316.9)
17.9(13.0)
13.3(9.4)
1.0(0.7)
509.5(487.1)
16.8(14.2)
17.2(12.3)
1.5(1.5)
548.4(420.0)
22.3(16.1)
16.3(11.5)
2.1(1.5)
504.6(400.3)
20.6(14.9)
17.8(12.3)
1.8(1.3)
550.9(567.3)
22.0(20.6)
16.9(15.4)
1.5(1.7)
500.1(444.8)
18.8(15.3)
18.7(13.5)
1.3(1.4)
509.1(392.5)
18.0(13.0)
14.2(10.0)
1.9(1.3)
508.4(486.3)
15.3(13.2)
16.6(12.0)
1.5(1.4)
534.3(410.1)
22.3(16.1)
15.2(10.7)
2.0(1.4)
463.7(386.5)
17.8(13.5)
12.7(8.8)
1.1(0.8)
590.1(527.3)
19.3(15.9)
15.8(11.6)
1.8(1.9)
518.0(467.6)
19.6(15.7)
14.6(12.8)
1.4(1.6)
604.7(473.3)
18.0(13.3)
14.9(10.6)
1.0(0.7)
510.4(487.7)
15.9(13.6)
14.5(10.5)
2.3(2.0)
513.6(427.6)
21.3(16.2)
19.4(13.7)
1.8(1.4)
572.1(514.8)
24.2(19.3)
19.0(13.8)
1.9(2.0)
495.4(411.6)
19.1(14.5)
19.1(14.9)
1.1(0.9)
505.9(484.6)
17.6(14.8)
17.0(12.2)
2.0(1.8)
485.5(375.9)
18.1(13.1)
18.1(12.7)
1.8(1.3)
502.6(419.9)
21.2(16.1)
16.2(11.5)
1.6(1.2)
513.4(487.5)
19.1(15.9)
15.3(11.2)
1.6(1.8)
548.1(503.3)
20.6(17.4)
17.3(15.6)
2.4(2.2)
543.9(430.7)
18.1(13.3)
15.2(10.7)
1.3(0.9)

立

表
材

熱と力になるもの

料

名

血や肉や骨になるもの

(◎は10時おやつ ○は午後おやつ)

体の調子を整えるもの

コッペパン、○米、じゃがいも、マヨ
ネーズ、砂糖、米、○コッペパン

卵、ウインナー、かにかまぼこ、牛
乳、ベーコン

たまねぎ、キャベツ、にんじん、ダイストマト、
かぼちゃ、コーン（冷凍）、えだまめ（冷凍）、
○いちごジャム

米、ごま、片栗粉、焼ふ、砂糖

鶏もも小間、鶏ひき肉、ちくわ、油揚 もやし、にんじん、ねぎ、いんげん、しいた
げ、かつお節
け、あさつき、焼きのり、◎バナナ

米、じゃがいも、マヨネーズ、オリー
ブ油

○ヤクルト、豚ひき肉、卵、かにか
まぼこ

たまねぎ、にんじん、もやし、ブロッコリー、ダ
イストマト、にんにく、◎オレンジ濃縮果汁

米、○コーンフレーク、マヨネーズ、
砂糖、すりごま

メルルーサ、○牛乳、ピザ用チー
ズ、ハム、○無塩バター

たまねぎ、にんじん、キャベツ、かぼちゃ、
コーン（冷凍）、きゅうり、むきごぼう、◎バナ
ナ

○食パン、スパゲティー、マヨネー
ズ、○砂糖、砂糖、○すりごま

豚ひき肉、ツナ油漬缶、ウイン
ナー、○テンメンジャン、○米みそ
（赤色辛みそ）

たまねぎ、キャベツ、にんじん、ダイストマト、
きゅうり、マッシュルーム缶、しめじ、えだま
め（冷凍）、にんにく、◎オレンジ濃縮果汁

米、砂糖、○砂糖、すりごま、ごま
油、ごま、◎コーンフレーク

○ヤクルト、鶏もも肉、卵、かにかま もやし、たまねぎ、にんじん、きゅうり、にら
ぼこ、○牛乳、米みそ（淡色辛み
そ）、○無塩バター、◎牛乳

クロワッサン、○米、じゃがいも、マカ 豚小間、豆乳、大豆（ゆで）、ハム、 たまねぎ、にんじん、ダイストマト、きゅうり、
ロニ、マヨネーズ、米、○クロワッサ ベーコン、無塩バター、○かつお節 コーン（冷凍）、○いちごジャム
ン
ゆでうどん、さつまいも、砂糖、片栗 豚ひき肉、鶏ひき肉、うずら卵水煮 ほうれんそう、にんじん、たまねぎ、ねぎ、干
粉、パン粉、○油
缶、木綿豆腐、かまぼこ、油揚げ
ししいたけ、◎バナナ

米、はるさめ、ごま油、ごま

○ヤクルト、豚小間、シーフードミッ たまねぎ、キャベツ、にんじん、たけのこ、◎
クス、鶏がらスープ
オレンジ濃縮果汁

米、砂糖、ごま油、○油、ごま

さけ、木綿豆腐、米みそ（淡色辛み にんじん、なめこ、○たまねぎ、いんげん、切
そ）、ちくわ、○ウインナー
り干しだいこん、みつば、◎バナナ

ゆで中華めん、○食パン、片栗粉、
砂糖、ごま油

豚ひき肉、生揚げ、鶏がらスープ

キャベツ、たまねぎ、もやし、にんじん、えの
きたけ、コーン（冷凍）、○いちごジャム、グリ
ンピース（冷凍）、にんにく、◎オレンジ濃縮
果汁

米、マヨネーズ、砂糖、ごま油、◎
コーンフレーク

鶏もも肉、絹ごし豆腐、油揚げ

にんじん、えのきたけ、いんげん、コーン（冷
凍）、みつば、ひじき

ロールパン、○米、じゃがいも、マカ 豚ひき肉、鶏ひき肉、木綿豆腐、
ロニ、パン粉、砂糖、米、○ロールパ ベーコン、無塩バター
ン

たまねぎ、にんじん、○いちごジャム

米、じゃがいも、はるさめ、すりごま、 ○ヤクルト、豚ひき肉、○牛乳、ハ
ごま油、砂糖
ム、○無塩バター

にんじん、たまねぎ、みかん缶、なす、ダイス
トマト、きゅうり、オクラ、ピーマン、○いちご
ジャム、◎バナナ

米、砂糖、ごま油

○ヤクルト、卵、かまぼこ、鶏がら
スープ

ねぎ、たまねぎ、にんじん、しょうが、わかめ
（乾）、◎オレンジ濃縮果汁

焼きそばめん、○食パン、マヨネー
ズ、油、ごま

木綿豆腐、卵、豚小間、ツナ油漬
缶、○ホイップクリーム

オレンジ、キャベツ、にんじん、きゅうり、たま
ねぎ、しめじ、ピーマン、ひじき、わかめ
（乾）、◎オレンジ濃縮果汁

米、小麦粉、マカロニ、パン粉、油、
マヨネーズ、◎コーンフレーク

鶏むね肉、○ヨーグルト(無糖)、卵、 にんじん、たまねぎ、○パイン缶、コーン（冷
ハム
凍）、きゅうり

食パン、パン粉、マヨネーズ、ピー
ナッツバター

豚ひき肉、鶏ひき肉、カルピス、ツナ バナナ、たまねぎ、にんじん、赤ピーマン、黄
油漬缶、無塩バター
ピーマン、きゅうり

米、マヨネーズ、油

○ヤクルト、豚小間、ハム

米、マヨネーズ、○焼ふ、○グラ
ニュー糖、砂糖

メルルーサ、○無塩バター、鶏ひき かぼちゃ、たまねぎ、にんじん、むきごぼう、
肉、油揚げ、米みそ（淡色辛みそ） わかめ（乾）、干ししいたけ、◎バナナ

たまねぎ、キャベツ、にんじん、きゅうり、しめ
じ、◎オレンジ濃縮果汁

米、○マカロニ、ごま油、砂糖、○砂 豚肉(ロース)、○牛乳、短冊いか、
糖、ごま
○きな粉

たまねぎ、キャベツ、にんじん、たけのこ、
きゅうり、赤ピーマン、黄ピーマン、ピーマ
ン、しいたけ、えのきたけ、にら、にんにく、
しょうが、わかめ（乾）、◎オレンジ濃縮果汁

ゆでうどん、マヨネーズ、ごま、砂糖、 ○ヤクルト、豚小間、豚肉(ばら)、○ キャベツ、にんじん、ねぎ、きゅうり、えのき
◎コーンフレーク
牛乳、おから、ツナ油漬缶
たけ、しいたけ

コッペパン、○米、じゃがいも、マヨ
ネーズ、油、米、○コッペパン

豚小間、ハム、○かつお節

たまねぎ、にんじん、かぼちゃ、きゅうり、
コーン（冷凍）、○いちごジャム

米、焼ふ、砂糖、ごま油、○黒砂糖

○ヤクルト、卵、豚ひき肉、木綿豆
腐、ツナ油漬缶

たまねぎ、にんじん、だいこん、もずく、コー
ン（冷凍）、オクラ、ピーマン、ねぎ、しょうが、
◎バナナ

※材料の発注等により献立が変更する場合があります。ご了承下さい。

〇未満児の朝おやつと主食〇
(月) お茶・くだもの /

ごはん

(火) 牛乳・コーンフレーク / 麺類

・今月の目標・

(水) ジュース・せんべい / ごはん
(木) お茶・ビスコ /

(土) ジュース・クッキー / ごはん又は麺類

すいか割りや野菜の型抜きなど
たくさん思い出をつくりましょう！

ごはん

(金) お茶・くだもの / ごはん

9月2日(金)・・はと組 【お楽しみ会】

〇よく食べ、よく運動をし
丈夫な体を作る。

9月9日(金)・・十五夜 【おまんじゅう作り】
つばめ組さんがおまんじゅう作りに挑戦します。
初めてのクッキング楽しみにしててくださいね☆

〇秋の食材に興味を持ち食事をす

※感染対策を徹底し、食への関心を深めていきたいと思います。

また、都合により日にち変更の場合があります。ご了承下さい。

