
2020年

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの

ご飯 牛乳120(80)

厚揚げのそぼろ煮 ういろう

おくらのおかか和え

五目みそ汁

ご飯 ぶどう 牛乳120(８０)

鮭のしょうが焼き クリームチーズクッキー

キャベツとトマトの中華あえ

みそ汁（じゃが芋・ねぎ）

冷やしうどん 牛乳120(８０)

鶏肉のごま焼き 鮭おにぎり

かぼちゃの素揚げ

なし

ご飯 牛乳120(８０)

あじのシュンユイ きなこ豆

きゅうりとささみのごまサラダ キャンディーチーズ

なすとベーコンのみそ汁

ひじきチャーハン 牛乳120(８０)

鶏肉のオレンジ焼き お菓子

きのこのスープ

ご飯 りんご 牛乳120(８０)

鶏肉のホイル焼き マカロニのトマト煮

キャベツの中華風サラダ

もやしのみそ汁

ご飯 冬瓜の五目汁 牛乳120(８０)

ぶりのみそ照り焼き マシュマロおこし

ひじきの煮物

きゅうりのごま塩もみ

ご飯 小松菜となめこのみそ汁 牛乳120(８０)

豚肉の香味焼き 揚げワンタン(ウインナー)

キャベツとほうれんそうの磯和え

さつま芋のオレンジ煮

ご飯 わかめとコーンのスープ 牛乳120(80)

マーボー豆腐 アップルポテト

きゅうりの浅漬け

トマト

ご飯 牛乳120(８０)

鮭のちゃんちゃん焼き かりんとうトースト

粉ふき芋

麩のすまし汁

豚丼 牛乳120(８０)

きゅうりとわかめの酢の物 お菓子

豆腐となめこのみそ汁

ドライカレーライス 牛乳120(８０)

ほうれん草ともやしのナムル 豆腐団子（あずき）

りんごゼリー

ご飯 切り干し大根と玉葱のみそ汁 牛乳120(８０)

真珠蒸し ポンデケージョ

オクラときゅうりのおかか和え

トマト

ご飯 ジュリエンヌスープ 牛乳120(８０)

かじきのバーベキュー風 ぶどう 人参ケーキ

マッシュポテト

いんげんのソテー

ご飯 なし 牛乳120(８０)

厚揚げの中華煮 マカロニきな粉

かぼちゃの甘煮

麩のすまし汁(みつば）

さつま芋御飯 牛乳120(８０)

カレイの煮つけ キャラメルラスク

きゅうりとコーンのサラダ

鶏肉と冬瓜のみそ汁

納豆そぼろ丼 牛乳120(８０)

キャベツとコーンのサラダ お菓子

なすと玉葱のみそ汁
19 土

米、油、三温糖 牛乳、豚ひき肉(赤身)、
鶏ひき肉、納豆、ツナ水
煮、みそ、油揚げ

キャベツ、なす、ねぎ、玉
ねぎ、人参、コーン、生
姜、わかめ

17 木

米、マカロニ、三温糖、片
栗粉、麩、ごま油

牛乳、生揚げ、豚肉、き
な粉

南瓜、なし、玉ねぎ、人
参、ねぎ、ピーマン、えの
きたけ、みつば、干椎茸、
にんにく、生姜

18 金

米、食パン、さつま芋、
三温糖、油

牛乳、かれい、鶏もも
肉、バター、みそ、牛乳

冬瓜、きゅうり、コーン、
人参、ねぎ、生姜

15 火

米、じゃが芋、もち米、片
栗粉、米粉、パン粉、ご
ま油

牛乳、豚ひき肉(赤身)、
粉チーズ、豆腐、みそ、
油揚げ、かつお節

トマト、玉ねぎ、きゅうり、
オクラ、人参、切り干し大
根、干椎茸、わかめ、生姜

16 水

米、じゃが芋、ホットケー
キ粉、油、三温糖、片栗
粉

牛乳、かじき、調製豆
乳、ベーコン、生クリーム
(純生)、牛乳

巨峰、人参、もやし、玉ね
ぎ、いんげん、ピーマン、
パセリ

12 土

米、三温糖、油 牛乳、豚肉、豆腐、みそ、
ごま

玉ねぎ、きゅうり、なめ
こ、みかん缶、ねぎ、糸み
つば、わかめ、にんにく、
生姜

14 月

米、米粉、白玉粉、押麦、
油、三温糖、ごま油

牛乳、豚ひき肉(赤身)、
豆腐、あずき、ごま

りんごジュース、玉ねぎ、
もやし、ほうれんそう、り
んご、人参、ピーマン、ト
マトピューレ、寒天、にん
にく、生姜

10 木

米、さつま芋、三温糖、
ごま油、片栗粉

牛乳、豆腐、豚ひき肉
(赤身)、鶏ひき肉、み
そ、バター

トマト、りんご、きゅうり、
ねぎ、コーン、人参、葉ね
ぎ、椎茸、わかめ、生姜

11 金

米、じゃが芋、食パン、黒
砂糖、麩、三温糖、油

牛乳、さけ、バター、みそ キャベツ、人参、しめじ、
えのきたけ、みつば、パ
セリ

8 火

米、さといも、コーンフ
レーク、三温糖、片栗粉、
ごま油

牛乳、ぶり、鶏ひき肉、
バター、油揚げ、みそ、ご
ま

冬瓜、人参、きゅうり、ひ
じき、ねぎ、いんげん、干
椎茸、生姜

9 水

米、さつま芋、ワンタン
の皮、油、三温糖

牛乳、豚肉、ウインナー、
みそ、バター

もやし、キャベツ、ほうれ
んそう、大根、小松菜、オ
レンジジュース、ねぎ、人
参、なめこ、えのきたけ、
にんにく、焼きのり

5 土

米、ごま油 牛乳、鶏もも肉、豚ひき
肉(赤身)、鶏ひき肉

人参、玉ねぎ、しめじ、椎
茸、えのきたけ、ピーマ
ン、マーマレード、ひじ
き、にんにく、生姜

7 月

米、マカロニ、三温糖、
油、ごま油

牛乳、鶏もも肉、豚ひき
肉(赤身)、しらす干し、
みそ、油揚げ、粉チー
ズ、ごま

キャベツ、りんご、もや
し、玉ねぎ、きゅうり、ト
マトピューレ、人参、ピー
マン、わかめ、レモン、パ
セリ、にんにく

3 木

うどん、米、油、三温糖 牛乳、鶏もも肉、さけ、
ごま

南瓜、なし、みかん、きゅ
うり、ねぎ、干椎茸、焼き
のり

4 金

米、三温糖、油、片栗粉、
ごま油

牛乳、あじ、大豆（ゆ
で）、鶏ささ身、きな粉、
ベーコン、みそ、ごま、あ
じ

きゅうり、なす、玉ねぎ、
コーン、いんげん、生姜

1 火

米、小麦粉、三温糖、油、
片栗粉

牛乳、生揚げ、豚ひき肉
(赤身)、みそ、油揚げ、
かつお節

大根、人参、玉ねぎ、オク
ラ、ねぎ、ごぼう、えのき
たけ

2 水

米、じゃが芋、小麦粉、
三温糖、ごま油

牛乳、さけ、クリーム
チーズ、鶏ささ身、み
そ、バター

巨峰、キャベツ、トマト、
コーン、ねぎ、生姜

　9月予定献立表
日 曜 昼食献立名 3時おやつ

材料（昼食と午後おやつ）

体の調子を整えるもの



熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの

ご飯 牛乳120(80)

鶏肉の竜田揚げ おはぎ

もやしのサラダ

なすとキャベツのみそ汁

ご飯 豚汁 牛乳120(８０)

凍り豆腐のはさみ煮 さつま芋ドーナツ

小松菜のごま和え

煮豆

ご飯 みかんゼリー 牛乳120(８０)

あじの煮つけ 青のりごまスティック

人参のクリーミーサラダ

鶏肉のけんちん汁

ハヤシライス 牛乳120(８０)

みかんヨーグルト お菓子

ご飯 牛乳120(８０)

中華風ローストチキン 米粉マーブルクッキー

はるさめの酢の物

厚揚げと大根のみそ汁

ご飯 なし 牛乳120(80)

鮭のフィッシュボール もちもちパン

キャベツのおかか和え

麩とえのきのすまし汁

ご飯 牛乳120(８０)

さばのコーンマヨネーズ焼き りんご蒸しパン

小松菜とささ身のごま和え

かぼちゃとなすのみそ汁

エ ネ ル ギ ー 560 ｋｃａｌ 鉄 2 ｍｇ

た ん ぱ く 質 21.3 ｇ カ ル シ ウ ム 236 ｍｇ

脂　　　質 17.1 ｇ ビ タ ミ ン C 22 ｍｇ

塩　　　分 1.6 ｇ 食 物 繊 維 3.5 ｇ

✿0～２歳児クラスは午前のおやつとして牛乳７0ｍｌとお菓子が出ます。
✿アレルギーをお持ちの園児については、アレルゲンの除去または代替えで対応しています。
✿食材の納入状況により、やむを得ずメニューの変更をする場合があります。ご了承ください。

 　   噛むメリット 　噛まないデメリット

　　　　味覚が育つ 　　のどに食べ物が詰まる

　　　　消化をたすける 　　口の中に傷ができる

　　　　食べ過ぎを防ぐ 　　魚の骨がささる

　　　　運動機能の発達（食いしばる力） 　　大きな食べ物が呑み込めない

　　　　歯並びをよくする

　　　　言葉がはっきりとする 嫌な体験・苦しい体験が好き嫌いを増やす

調理の工夫

※今月は卵を使用したメニューはありません。(マヨネーズは卵不使用のキューピーエッグケアを使用しています。)

１か月の平均栄養量
（幼児・おやつ含む）

ゆっくりよく噛んでおいしく食べよう

噛むことの大切さ

29 火

じゃが芋、米、白玉粉、
片栗粉、油、麩

牛乳、さけ（塩）、鶏ささ
身、とろけるチーズ、ウ
インナー、かつお節

なし、きゅうり、キャベ
ツ、人参、えのきたけ、ね
ぎ、椎茸

30 水

米、小麦粉、三温糖、マ
ヨネーズ

牛乳、さば、牛乳、鶏さ
さ身、みそ、油揚げ、ご
ま、バター、粉チーズ

小松菜、南瓜、りんご、な
す、人参、ねぎ、クリーム
コーン缶、パセリ

26 土

米、三温糖、油 牛乳、ヨーグルト、豚肉 玉ねぎ、みかん缶、人参、
マッシュルーム

28 月

米、米粉、三温糖、春雨、
ごま油

牛乳、鶏むね肉、生揚
げ、バター、みそ、牛乳、
ごま、鶏むね肉

大根、玉ねぎ、きゅうり、
みかん缶、コーン、ねぎ、
にんにく、生姜

24 木

米、さつま芋、片栗粉、
三温糖、油、板こんにゃ
く、ごま油

牛乳、豚肉、鶏ひき肉、
凍り豆腐、みそ、金時
豆、ごま、油揚げ

小松菜、大根、ねぎ、人
参、ごぼう、コーン、干椎
茸、ひじき

25 金

米、小麦粉、マヨネーズ、
三温糖、油、片栗粉、ご
ま油

牛乳、あじ、豆腐、鶏も
も肉、ヨーグルト、ごま、
油揚げ

オレンジジュース、人参、
大根、みかん缶、きゅう
り、ねぎ、ごぼう、コーン、
寒天、生姜、青のり

体の調子を整えるもの

23 水

米、もち米、三温糖、片
栗粉、油、ごま油

牛乳、鶏もも肉、油揚
げ、みそ、黒ごま、きな
粉

もやし、キャベツ、なす、
きゅうり、人参、生姜

日 曜 昼食献立名 3時おやつ
材料（昼食と午後おやつ）

噛むことは、健康に生きるためにとても大切なことですが、子どもたちの咀嚼・嚥下の機能は、まだ未熟です。

歯が生えそろっても噛む力が弱く、なかなか上手に食べることができません。家庭では、焦らずに、子どもの成

長に合わせた食事支援をしましょう。

ゆっくりとよく噛むことは、将来の健康につながるだけでなく、様々なメリットがあります。反対に噛むこと

が苦手だと、誤嚥事故や、好き嫌いの原因になることがあります。

子どもにとって食べにくいものでも、子どもの口のサイズに合わせて切り、かじりとりやすくする等、調理を工

夫することでしっかり噛むことができます。


