
(主食)  ごはん、パン、
　　　めんの料理

(主菜) 　肉、魚、卵、
　　　大豆・大豆製品の料理

(副菜) 野菜、芋、海草
　　きのこが中心の料理

その他

せんべい ★中華丼 ★みそ汁 ★バームクーヘン

　わかめ　ねぎ　味噌 ★せんべい

麦茶 ★牛乳

★バナナ

ビスコ ★ごはん ★酢豚風煮 ★ごま和え ★みそ汁 ★スティックパン

わかめ　油揚げ　味噌 ★せんべい

麦茶 ★牛乳

せんべい ★ごはん ★鶏肉のみそ焼き ★ジャーマンポテト ★すまし汁 ★さつま芋スティック

　鶏肉　味噌　しそ　みりん　しょうゆ　油 　豆腐　ねぎ　しょうゆ　塩 　さつま芋　塩　油

麦茶 ★ミニゼリー

★トマト ★牛乳

せんべい ★夕焼けごはん ★魚の塩焼き ★じゃが芋となすの甘味噌炒め ★すまし汁 ★ホットケーキ

　米　人参　塩　しょうゆ 　さんま　塩　油 　青菜　玉ねぎ　しょうゆ　塩
　小麦粉　B.P　砂糖　卵　牛乳
バター　油　シロップ

りんごジュース ★せんべい

★チーズ ★牛乳

ビスケット ★冷やしきつねうどん ★ボイルウインナー ★かぼちゃ煮 ★ジョア（3・4・5歳） ★ジャムサンド

　かぼちゃ　砂糖　しょうゆ ★ヤクルト（0・1・2歳） 　食パン　いちごジャム

麦茶 ★せんべい

★オレンジ ★牛乳

たべっこ動物 ★ごはん ★チンジャオロースー ★中華和え ★みそ汁 ★焼き団子（3・4・5歳）

　わかめ　ねぎ　味噌 ★せんべい（0・1・2歳）

麦茶 ★フルーツゼリー

★ヨーグルト ★牛乳

せんべい ★ナポリタンスパゲティ ★スープ ★ドーナツ

　わかめ　ねぎ　コンソメ　塩 ★せんべい

麦茶 ★牛乳

★ヨーグルト

ビスケット ★マーボ豆腐丼 ★きゃべつとハムのサラダ ★スープ ★鮭おにぎり

　米　鮭フレーク　

牛乳 ★チーズ

★麦茶

せんべい ★ごはん ★魚の照り焼き ★ひじきの煮物 ★みそ汁 ★お好み焼き

　さわら　　しょうゆ　みりん　油　 　大根　青菜　味噌

麦茶

★スティックきゅうり ★ミニゼリー　　★牛乳

ギンビスアスパラ ★カレーライス ★グリーンサラダ ★スープ ★お好みパン

　わかめ　ねぎ　コンソメ　塩 ★せんべい

麦茶 ★牛乳

★トマト

ハーベストセサミ ★焼きそば ★さつま芋のレモン煮 ★スープ ★夕焼けおにぎり

　豆腐　玉ねぎ　コンソメ　塩 　米　人参　塩　しょうゆ

牛乳 ★スティックきゅうり

★ヨーグルト ★麦茶

せんべい ★芋ごはん ★ひれかつ ★塩もみ野菜 ★みそ汁 ★焼ヨーグルトケーキ

　米　さつま芋　塩　黒ごま 　きゃべつ　きゅうり　人参　塩 　青菜　花麩　味噌
　ヨーグルト　小麦粉　B.P
バター　砂糖　卵

麦茶 ★せんべい

  * 0・1歳はソース煮 ★巨峰 ★牛乳

603 19.5 ☆給食だよりは裏面です。

498 16

　小麦粉　卵　ツナ　コーン
きゃべつ　油　ソース　ケチャップ

　米　豚肉　じゃが芋　人参　玉ねぎ　りんご　コンソメ　小麦粉　カレー粉
バター　砂糖　塩　ケチャップ　ソース　牛乳　油

　レタス　きゅうり　コーン
レモン果汁　塩　砂糖　油

　中華麺　豚肉　きゃべつ　もやし　人参　ピーマン　塩　ソース　油

　豚ひれ肉　小麦粉　卵　パン粉　油
ソース

　春雨　青菜　人参　塩
鶏がらスープの素

　豚肉　ピーマン　筍　ねぎ　春雨　しょうが
塩　砂糖　しょうゆ　酒　ごま油　片栗粉　油

　ひじき　人参　油揚げ
いんげん　みりん　しょうゆ
砂糖　油

　もやし　人参　きゅうり　酢
砂糖　しょうゆ　しょうが
ごま油

（水）

6
20

　米　豆腐　豚ひき肉　玉ねぎ　人参　ねぎ　にんにく　しょうが　砂糖
しょうゆ　味噌　油　鶏がらスープの素　片栗粉　ごま油

　きゃべつ　ハム　酢　砂糖　油
塩

　うどん　油揚げ　人参
青菜　ねぎ　しょうゆ　砂糖
みりん

　スパゲティ　ハム　玉ねぎ　人参　ピーマン　椎茸　ケチャップ
塩　油

14
28

(土）

3
10

(火）

12
26

（土）

5

11
25

7
21

昼　　　　　　　　　　　　　　　　食

　じゃが芋　いんげん　なす　油
みりん　砂糖　味噌　しょうゆ
ごま油　しょうが

　豚肉　しょうゆ　しょうが　人参　玉ねぎ
じゃが芋　干し椎茸　油　砂糖　みりん　塩
ケチャップ　酢　片栗粉　ピーマン

　もやし　青菜　ごま　砂糖
しょうゆ

　じゃが芋　玉ねぎ　ベーコン
塩　油

　米　豚肉　きゃべつ　青菜　もやし　人参　玉ねぎ　筍　砂糖
塩　しょうゆ　酒　鶏がらスープの素　油　ごま油　片栗粉

日

（木）

（火）

（月）

３０年９月　基本献立　　                                                                                                                                           保育幼稚園課

8
22

4
18

午後のおやつ

1
15
29

午前の
おやつ

 *献立は行事などの都合で変更になる場合があります。               　　　  　   未満児

（金）

（木）

 *だし汁はかつお節、煮干し、昆布からとっています。　　今月の栄養量（平日平均値）    　　　　エネルギー　kcal            蛋白質　ｇ

 *油はなたね油を中心にしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上児

（金）

　さつま芋　砂糖　塩
レモン果汁

19
(水）
行事
食

13
27

（水）

うんちは身体の状態を教えてくれるとても大切なお便りです
バナナうんち
・軽く水に浮く

・黄色～黄褐色
コロコロうんち

びちゃびちゃ
うんち

・小さくて固い

・黒褐色

健康な証拠！ 十分な水分補給と、きの
こ、海藻、こんにゃくな
どの水溶性食物繊維を意
識して摂って身体をたく
さん動かすとGOOD！

ひょろひょろ
うんち

・やわらかめでねっとり

・黒褐色～黒色

脂肪分の多いもの、
冷たいもの、油もの、

甘いものを食べ過ぎた

ときになりがち

→野菜をたくさんとる

とGOOD！

体調不良

～朝起きたらまずコップ1杯の水！

食後30分を目安にトイレに座る習慣を～



(主食)  ごはん、パン、
　　　めんの料理

(主菜) 　肉、魚、卵、
　　　大豆・大豆製品の料理

(副菜) 野菜、芋、海草
　　きのこが中心の料理

その他

せんべい ★中華丼 ★みそ汁 ★バームクーヘン

　わかめ　ねぎ　味噌 　　　　　　（卵・乳あり）

麦茶 ★せんべい

★バナナ ★牛乳

ビスコ ★ごはん ★酢豚風煮 ★ごま和え ★みそ汁 ★スティックパン（卵・乳あり）

わかめ　油揚げ　味噌 ★せんべい

麦茶 ★牛乳

せんべい ★ごはん ★鶏肉のみそ焼き ★ジャーマンポテト ★すまし汁 ★さつま芋スティック

　鶏肉　味噌　しそ　みりん　しょうゆ　油 　豆腐　ねぎ　しょうゆ　塩 　さつま芋　塩　油

麦茶 ★ミニゼリー

★トマト ★牛乳

せんべい ★夕焼けごはん ★魚の塩焼き ★じゃが芋となすの甘味噌炒め ★すまし汁 ★ホットケーキ

　米　人参　塩　しょうゆ 　さんま　塩　油 　青菜　玉ねぎ　しょうゆ　塩
　小麦粉　B.P　砂糖　卵　牛乳
バター　油　シロップ

りんごジュース ★せんべい

★チーズ ★牛乳

ビスケット ★冷やしきつねうどん ★ボイルウインナー（卵・乳なし） ★かぼちゃ煮 ★ジョア（3・4・5歳） ★ジャムサンド
（マンナビスケット）

　かぼちゃ　砂糖　しょうゆ ★ヤクルト（0・1・2歳） 　食パン（乳あり）　いちごジャム

麦茶 ★せんべい

★オレンジ ★牛乳

たべっこ動物 ★ごはん ★チンジャオロースー ★中華和え ★みそ汁 7日★焼き団子（3・4・5歳）

　わかめ　ねぎ　味噌 21日★お月見みたらし団子（3・4・5歳）

麦茶 ★せんべい（0・1・2歳）

★ヨーグルト ★フルーツゼリー ★牛乳

せんべい ★ナポリタンスパゲティ ★スープ ★ドーナツ（卵・乳あり）

　わかめ　ねぎ　コンソメ　塩 ★せんべい

麦茶 ★牛乳

★ヨーグルト

ビスケット ★マーボ豆腐丼 ★きゃべつとハムのサラダ ★スープ ★鮭おにぎり
（マリービスケット）

　米　鮭フレーク　

牛乳 ★チーズ

★麦茶

せんべい ★ごはん ★魚の照り焼き ★ひじきの煮物 ★みそ汁 ★お好み焼き

　さわら　　しょうゆ　みりん　油　 　大根　青菜　味噌

麦茶

★スティックきゅうり ★ミニゼリー　　★牛乳

ギンビスアスパラ ★カレーライス ★グリーンサラダ ★スープ ★お好みパン

　わかめ　ねぎ　コンソメ　塩 　北欧パン（卵・乳あり）

麦茶 ★せんべい

★トマト ★牛乳

ハーベストセサミ ★焼きそば ★さつま芋のレモン煮 ★スープ ★夕焼けおにぎり

　豆腐　玉ねぎ　コンソメ　塩 　米　人参　塩　しょうゆ

牛乳 ★スティックきゅうり

★ヨーグルト ★麦茶

せんべい ★芋ごはん ★ひれかつ ★塩もみ野菜 ★みそ汁 ★焼ヨーグルトケーキ

　米　さつま芋　塩　黒ごま 　きゃべつ　きゅうり　人参　塩 　青菜　花麩　味噌
　ヨーグルト　小麦粉　B.P
バター　砂糖　卵

麦茶 ★せんべい

  * 0・1歳はソース煮 ★巨峰 ★牛乳

☆給食だよりは裏面です。

 *だし汁はかつお節、煮干し、昆布からとっています。　　今月の栄養量（平日平均値）    　　　　エネルギー　kcal            蛋白質　ｇ

 *油はなたね油を中心にしています。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上児

 *献立は行事などの都合で変更になる場合があります。               　　　  　   未満児

　中華麺（卵乳なし）　豚肉　きゃべつ　もやし　人参　ピーマン　塩
ソース　油

14
28

　さつま芋　砂糖　塩
レモン果汁

（金）

19
(水）
行事
食

　豚ひれ肉　小麦粉　卵
パン粉（卵乳なし）　　油　ソース

　小麦粉　卵　ツナ　コーン
きゃべつ　油　ソース　ケチャップ

（水）

13
27

　米　豚肉　じゃが芋　人参　玉ねぎ　りんご　コンソメ　小麦粉　カレー粉
バター　砂糖　塩　ケチャップ　ソース　牛乳　油

　レタス　きゅうり　コーン
レモン果汁　塩　砂糖　油

（木）

11
25

　米　豆腐　豚ひき肉　玉ねぎ　人参　ねぎ　にんにく　しょうが　砂糖
しょうゆ　味噌　油　鶏がらスープの素　片栗粉　ごま油

　きゃべつ　ハム（乳あり）
　酢　砂糖　油　塩

　春雨　青菜　人参　塩
鶏がらスープの素

（火）

12
26 　ひじき　人参　油揚げ

いんげん　みりん　しょうゆ
砂糖　油

7
21

　豚肉　ピーマン　筍　ねぎ　春雨　しょうが
塩　砂糖　しょうゆ　酒　ごま油　片栗粉　油

　もやし　人参　きゅうり　酢
砂糖　しょうゆ　しょうが
ごま油

（金）

8
22

　スパゲティ　ハム（乳あり）　玉ねぎ　人参　ピーマン　椎茸　ケチャップ
塩　油

（土）

5

　じゃが芋　いんげん　なす　油
みりん　砂糖　味噌　しょうゆ
ごま油　しょうが

（水）

6
20

　うどん　油揚げ　人参
青菜　ねぎ　しょうゆ　砂糖
みりん（木）

3
10

　豚肉　しょうゆ　しょうが　人参　玉ねぎ
じゃが芋　干し椎茸　油　砂糖　みりん　塩
ケチャップ　酢　片栗粉　ピーマン

　もやし　青菜　ごま　砂糖
しょうゆ

（月）

4
18 　じゃが芋

玉ねぎ　ベーコン（卵乳あり）
塩　油

(火）

３０年９月　基本献立　　                                                                                                                                           保育幼稚園課

日
午前の
おやつ

昼　　　　　　　　　　　　　　　　食
午後のおやつ

1
15
29

　米　豚肉　きゃべつ　青菜　もやし　人参　玉ねぎ　筍　砂糖
塩　しょうゆ　酒　鶏がらスープの素　油　ごま油　片栗粉

(土）

・黒褐色


