
9月　予定献立表
そよかぜ保育園

午前 午後 熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの

1 木 ご飯
じゃが芋とひき肉の煮物　小松菜ともやしの納豆和え
大根と油揚げのみそ汁

菓子
桜エビとチーズの
　　　　　　おにぎり
牛乳

米、米、じゃが芋、油、三
温糖

牛乳、鶏ひき肉、挽きわり納
豆、米みそ、さくらえび、
チーズ、油揚げ

人参、大根、もやし、玉ねぎ、小松菜、グリ
ンピース、すりごま、焼きのり

2 金 ご飯
厚揚げのケチャップ煮　じゃが芋のチーズ焼き
キャベツと油揚げのみそ汁

菓子
コーンフレーク入り
　　　　　　クッキー
牛乳

米、じゃが芋、小麦粉、三
温糖、コーンフレーク、バ
ター、無塩バター、片栗
粉、油

牛乳、生揚げ、豚肉、米み
そ、とろけるチーズ、油揚
げ、調製豆乳、牛乳

玉ねぎ、キャベツ、コーン、人参、干しブド
ウ

3 土 オーロラドリア パインサラダ　コーンスープ 菓子
菓子
牛乳

米、無塩バター、小麦粉、
油、三温糖

牛乳、牛乳、鶏ひき肉、卵、
とろけるチーズ

クリームコーン、キャベツ、パイン、玉ね
ぎ、コーン、人参、きゅうり、ピーマン、あ
さつき

5 月 ひじきご飯
中華風ローストチキン　トマトと春雨のサラダ
もやしとわかめのみそ汁

菓子
焼きもろこしおにぎり
牛乳

米、春雨、三温糖、片栗
粉、油、ごま油、油

牛乳、鶏むね肉、鶏ひき肉、
米みそ、ツナ缶、油揚げ

もやし、トマト、玉ねぎ、コーン、きゅう
り、人参、すりごま、ごま、ひじき、わか
め、焼きのり

6 火 ご飯
豚肉と野菜のごま炒め　ミックススローサラダ
煮豆　とうふとわかめのみそ汁

菓子
マカロニきな粉
牛乳

米、マカロニ、三温糖、油
牛乳、豚肉、木綿豆腐、きな
粉、米みそ、金時豆（乾）

玉ねぎ、キャベツ、ねぎ、ピーマン、人参、
きゅうり、コーン、すりごま、

7 水 ご飯
白身魚のカレー風味コーンフレークフライ
豆苗とツナのサラダ　なすと玉ねぎのみそ汁

菓子
梅ちりめんおにぎり
牛乳

米コーンフレーク、米粉、
油、三温糖

牛乳、メルルーサ、調製豆
乳、米みそ、ツナ缶、油揚
げ、しらす干し、かつお節

もやし、玉ねぎ、豆苗、ナス、人参、刻み昆
布、ごま、焼きのり、青のり

8 木 ご飯
高野豆腐入りハンバーグ　ポテトサラダ
キャベツとえのきのみそ汁

菓子
餃子の皮ピザ
牛乳

米、じゃが芋、ぎょうざの
皮、マヨドレ、パン粉、
油、三温糖

牛乳、鶏ひき肉、豚ひき肉、
魚肉ソーセージ、米みそ、調
製豆乳、とろけるチーズ、凍
り豆腐

玉ねぎ、キャベツ、人参、玉ねぎ、きゅう
り、コーン、えのきたけ

9 金 ご飯
厚揚げのそぼろあんかけ　たくあん和え
じゃが芋と玉ねぎのみそ汁

菓子
みたらし団子
牛乳

米、じゃが芋、米粉、白玉
粉、片栗粉、油、三温糖

牛乳、生揚げ、絹ごし豆腐、
鶏ひき肉、米みそ

玉ねぎ、キャベツ、たくあん、人参、きゅう
り、えのきたけ、すりごま

10 土
ツナとトマトの

スパゲティ
南瓜サラダ　卵スープ 菓子

菓子
牛乳

スパゲティ、マヨドレ、油 牛乳、卵、ツナ缶
南瓜、玉ねぎ、ホールトマト、青梗菜、小松
菜、きゅうり、人参、干しブドウ

12 月 ご飯
高野豆腐の挟み煮　小松菜の磯和え　納豆
南瓜と玉ねぎのみそ汁

菓子
アメリカンドッグ
牛乳

米、三温糖、油、片栗粉
牛乳、挽きわり納豆、鶏ひき
肉、凍り豆腐、米みそ、油揚
げ、かつお節

南瓜、小松菜、人参、玉ねぎ、ねぎ、隠元、
干し椎茸、焼きのり

13 火 中華丼 中華サラダ　玉ねぎとセロリのスープ 菓子
フルーツケーキ
牛乳

米、小麦粉、押麦、ごま
油、三温糖、無塩バター、
片栗粉、春雨

牛乳、豚肉(肩ロース)、卵、ハ
ム、脱脂粉乳

玉ねぎ、キャベツ、人参、もやし、きゅう
り、リンゴ、干しブドウ、たけのこ、椎茸、
パイン、セロリ、黒きくらげ、わかめ

14 水 五目ご飯 鮭のちゃんちゃん焼き　小松菜と麩のすまし汁 菓子
塩昆布と鶏ひき肉の
　　　　　　おにぎり
牛乳

米、油、三温糖、焼ふ
牛乳、さけ、鶏ひき肉、鶏ひ
き肉（極粗びき）、米みそ

キャベツ、人参、しめじ、小松菜、板こん
にゃく、ごぼう、塩昆布、隠元、干し椎茸、
焼のり

15 木 ご飯
ハニースパイシーチキン　切干大根のごまマヨサラダ
さつま芋入り豚汁

菓子
ジャムサンド
牛乳

米、ライ麦ロール、さつま
芋、マヨドレ、はちみつ、
片栗粉、三温糖

牛乳、鶏もも、豚肉(肩ロー
ス)、鶏ささ身、米みそ

人参、きゅうり、イチゴジャム、板こんにゃ
く、ねぎ、ごぼう、えのきたけ、切干大根、
コーン、しいたけ、すりごま

16 金 ゆかりごはん
手作りさつま揚げ　ひじきとさつま芋の煮物
切干大根と玉ねぎのみそ汁

菓子
おやつ焼きそば
牛乳

米、焼きそばめん、さつま
芋、油、ごま油、片栗粉、
三温糖

牛乳、白身魚すり身、はんぺ
ん、米みそ、絹ごし豆腐、油
揚げ、干しえび

キャベツ、人参、玉ねぎ、切干大根、ピーマ
ン、コーン、隠元、ひじき、干し椎茸、青の
り

17 土
なすミート
スパゲティ

キャベツの昆布サラダ　コンソメ卵スープ 菓子
菓子
牛乳

スパゲティ、油、小麦粉、
三温糖、ごま油

牛乳、豚ひき肉、卵
玉ねぎ、キャベツ、ナス、人参、トマト
ピューレ、あさつき、塩昆布

19 月 敬老の日

20 火 ご飯
豚肉と野菜のカレー炒め　大根とがんも煮物
麩と葱のみそ汁

菓子
鮭おにぎり
牛乳

米、油、焼ふ、三温糖
牛乳、豚肉(もも)、がんもど
き、米みそ、さけ

玉ねぎ、人参、大根、ピーマン、ねぎ、隠
元、すりごま、わかめ、焼きのり

21 水 さつま芋ご飯
肉団子の揚げ煮　ミモザサラダ
小松菜と油揚げのみそ汁　フルーツカクテル

菓子
ケーキ
牛乳

米、さつま芋、パン粉、
油、マヨドレ、片栗粉、三
温糖

牛乳、豚ひき肉、鶏ひき肉、
卵、米みそ、油揚げ

みかん、小松菜、桃、キャベツ、ブロッコ
リー、パイン、トマト、玉ねぎ、きゅうり、
ブドウ、人参

22 木 ご飯
イワシのチーズ焼き　切干大根とキャベツのサラダ
もやしと油揚げのみそ汁

菓子
きのこと油揚げの
　　　　　　おにぎり
牛乳

米、パン粉、マヨドレ、油
牛乳、いわし、ツナ缶、米み
そ、油揚げ、油揚げ、粉チー
ズ

もやし、キャベツ、人参、切干大根、コー
ン、しめじ、すりごま、万能ねぎ、焼きの
り、干し椎茸、わかめ

23 金 秋分の日

24 土 サンドイッチ ミネストローネ　オレンジゼリー 菓子
菓子
牛乳

食パン、じゃが芋、マヨ
ネーズ、マカロニ、油

牛乳、卵、ハム、ベーコン
玉ねぎ、トマトジュース、キャベツ、人参、
きゅうり、イチゴジャム、セロリ

26 月 ご飯
鶏肉のかりん揚げ　マカロニサラダ
さつま汁

菓子
焼き麩かりんとう
牛乳

米、さつま芋、焼ふ、黒砂
糖、マカロニ、油、片栗
粉、マヨドレ、三温糖

牛乳、鶏むね肉、豚肉(もも)、
ハム、米みそ

人参、大根、板こんにゃく、ごぼう、キャベ
ツ、ねぎ、玉ねぎ、きゅうり

27 火 ご飯
夏野菜入りカレー　ゆで卵
ミックススローサラダ　冷凍みかん

乳酸菌
ツナパン
牛乳

米、じゃが芋、ホットケー
キ粉、小麦粉、無塩バ
ター、押麦、マヨドレ、
油、三温糖、米粉

牛乳、卵、鶏肉、牛乳、ツナ
缶、調製豆乳

みかん、キャベツ、人参、玉ねぎ、きゅう
り、玉ねぎ、コーン、グリンピース

28 水 ご飯
鮭の西京漬け焼き　切り干し大根と高野豆腐の煮物
けんちん汁

菓子
お好み焼
牛乳

米、里芋、小麦粉、三温
糖、長芋、油、ごま油

牛乳、さけ、木綿豆腐、鶏
肉、豚肉(肩ロース)、白みそ、
さつま揚げ、油揚げ、凍り豆
腐、干しえび、かつお節

キャベツ、人参、大根、板こんにゃく、ごぼ
う、ねぎ、切干大根、ねぎ、隠元、干し椎
茸、青のり

29 木
野菜たっぷり
マーボー丼

もやしとにらのナムル　五目春雨スープ 菓子
枝豆とチーズのおにぎり
牛乳

米、片栗粉、ごま油、春
雨、三温糖

牛乳、木綿豆腐、豚ひき肉、
米みそ、チーズ

トマト、もやし、ナス、人参、ピーマン、青
梗菜、玉ねぎ、にら、コーン、えのきたけ、
枝豆、塩昆布、すりごま、わかめ、焼きのり

30 金 ライ麦ロール
ミートソースグラタン　パインサラダ
さつま芋入りコーンスープ

菓子
焼きおにぎり
牛乳

米、ライ麦ロール、さつま
芋、マカロニ、油、パン
粉、三温糖、ごま油、片栗
粉、小麦粉

牛乳、調製豆乳、豚ひき肉、
とろけるチーズ、かつお節

玉ねぎ、キャベツ、人参、クリームコーン、
パイン、ホールトマト、きゅうり、しめじ

 

材料（昼食と午後おやつ）

※食材の仕入れなど状況に応じて、献立の内容が変更になる場合がありますので、あらかじめ
　ご容赦ください。
※三芳町の地産地消を取り入れています。
　今月使用予定の三芳町でとれた食品は、太字で記載してあります。
※１・2歳児クラスは、午前おやつとして牛乳７０mlとお菓子が出ます。
※アレルギーについては、アレルゲンの除去または、代替えで対応します。ご相談ください。

　　　　　　　　　　【9月の栄養摂取（予定）】
　　　　　　　　　　　3歳以上児　　　　　　　3歳未満児
　エネルギー　　          522kcal　                  　486kcal
　タンパク質                22.2g                         　20.5g
　脂　　　質                15.6g                        　15.7g
　カルシウム                219mg                     　 372mg
　　　鉄                       2.3mg                       　2.2mg
　ビタミンA                 174μg                     　172μg
　ビタミンB1               0.32mg                     　0.36mg
　ビタミンB2               0.35mg                     　0.41mg
　ビタミンC                 21mg                        　18mg
　塩　　　分                1.8g                           　1.6g

令和　4年

日 曜 主食 副食
おやつ


