
エネルギーKcal　  　主　　な 　　 材　　料 　名 エネルギーKcal　　   主　 な     材　 　料 　名
 日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ  日（曜） 　　　　　献　　立 蛋白質　ｇ 　熱や力に  血や肉や骨   体の調子を 午前おやつ 　午後おやつ

脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの 　（未満児） 脂質 　  ｇ 　なるもの  になるもの   整えるもの 　（未満児）

ご飯、椎茸のスープ 　541 （449） 精白米 ささみ、チーズ ほうれん草、人参 牛乳 ホットドック ご飯、大根の味噌汁 　599 （476） 精白米 鶏肉、昆布 人参 麦茶 カステラホイップ

１　（火） ささみのチーズパン粉焼き 　25.4（21.6） パン粉 魚肉ソーセージ 玉ねぎ、しめじ 牛乳 １４（月） 鶏肉の中華照り焼き、すき昆布煮 　20.1（15.3) 白滝 さつま揚げ 大根 ビスケット 牛乳

ほうれん草ソテー、ミニトマト 　19.6（17.9） ロールパン バター、ウインナー コーン、ミニトマト さつま芋の甘煮 　21.6（17.6） さつま芋 油揚げ

ごま塩ご飯、大根の味噌汁 　603 （481） 精白米 赤魚、生揚げ 人参、玉ねぎ ゼリー お麩のラスク フィッシュバーガー、キャベツのスープ 　538 （470） ロールパン めかじき 南瓜、玉ねぎ 牛乳 きつねうどん

２　（水） 赤魚煮、生揚の中華煮 　23.8（18.8) 麩、調合油 豚肉、かに 筍、椎茸 果物 １５（火） 野菜たっぷりキッシュ 　23.4（20.9） パン粉 ベーコン、卵 ほうれん草 果物

かにしゅうまい 　27.1（20.3） 片栗粉 油揚げ、バター 絹さや、大根 牛乳 ミニトマト 　23.1（21.1） オリーブ油 牛乳、チーズ キャベツ、人参 麦茶

ご飯、なすの味噌汁 　591 （510） 精白米 豚肉、卵 ピーマン、人参 牛乳 しましまチョコケーキ のりご飯、お麩のすまし汁 　582 （471） 精白米 さわら、味噌 人参、ごぼう バナナ ミートパイ

３　（木） ピーマンの肉詰め 　19.0（17.5） パン粉 ハム、牛乳 玉ねぎ、なす 野菜ジュース １６（水） さわらの梅みそ焼き 　26.2（20.1） 蒟蒻 大豆、昆布 干し椎茸、えのき 牛乳

ポテトサラダ、果物 　19.4（18.4） じゃが芋 バター きゅうり 五目豆煮、果物 　25.5（19.2） 麩、パイ皮 鶏肉、チーズ 玉ねぎ、

ポークカレーライス 　558 （485） 精白米 豚肉 人参、玉ねぎ 牛乳 ずんだ団子 ご飯、チンゲン菜のスープ 　599 （504） 精白米 豚肉 キャベツ、人参 野菜ジュース ブルーベリージャムサンド

４　（金） グリーンサラダ 　16.7（15.8） じゃが芋 豆腐 レタス、きゅうり 牛乳 １７（木） ホイコーロー、チーズサラダ 　18.6（14.6） じゃが芋 チーズ ピーマン、ねぎ 果物

　22.5（20.7） カレールウ 枝豆 サニーレタス 粉ふき芋 　24.0（18.0） 食パン 味噌 椎茸、きゅうり 牛乳

ナポリタンスパゲティ 　585 （471） スパゲティ ウインナー 人参、玉ねぎ ヨーグルト カスタードケーキ ご飯、玉ねぎのスープ 　596 （514） 精白米 豚肉、牛乳 玉ねぎ、南瓜 牛乳 チーズケーキ

５　（土） キャベツのスープ 　20.3（18.0) 調合油 卵 ピーマン ミニゼリー １８（金） 肉だんごのトマト煮込み 　21.0（19.1） パン粉 卵、バター、ハム きゅうり 野菜ジュース

果物 　22.9（17.3) ベーコン キャベツ 牛乳 南瓜サラダ、果物 　20.6（19.3） 調合油 わかめ、チーズ 人参

ご飯、卵スープ 　602（470) 精白米 鶏肉 ねぎ、きゅうり ほうじ茶 ジャムクラッカー クリームスープスパゲティ 　590 （462） スパゲティ ベーコン 玉ねぎ、人参 ヨーグルト バウムクーヘン

７　（月） ねぎ塩チキン 　21.7（16.7） サラダスパゲティ ハム 人参、トマト せんべい 果物 １９（土） 果物 　18.3（16.1） シチュールウ ヨーグルト キャベツ ミニゼリー

 スパゲティサラダ、トマト 　25.2（19.0） クラッカー 玉ねぎ 牛乳 　18.8（14.2） 調合油 牛乳 マッシュルーム 牛乳

わかめご飯、えのきのすまし汁 　577 （499） 精白米 さば ほうれん草 牛乳 ハムチーズサンド ご飯、わかめの味噌汁 　542 （495） 精白米 鶏肉 ねぎ、人参 プリン 肉まん

８　（火） さばの味噌煮、さつま芋の天ぷら 　23.6（21.0） さつま芋 ハム 人参、もやし 果物 ２３（水） 焼鳥風、じゃが芋の金平 　20.7（19.4） じゃが芋 ベーコン 玉ねぎ 果物

ほうれん草のごま和え 　22.8(20.9) 麩、食パン チーズ えのき 牛乳 ミニゼリー 　17.9（16.9） わかめ ピーマン 牛乳

ご飯、きのこの味噌汁 　608（503） 精白米 豚肉、ツナ 人参、いんげん ヨーグルト 黒糖蒸しパン ふりかけご飯、小松菜の味噌汁 　568 （493） 精白米 たら、卵 コーン、人参 牛乳 マロンホイップサンド

９　（水） 豚肉の野菜巻き 　22.5（19.9） 黒砂糖 卵、味噌 大根、きゅうり 果物 ２４（木） たらのマヨコーン焼き 　24.0（21.3） 春雨 ハム、チーズ きゅうり、トマト 果物

大根サラダ、ミニトマト 　23.7（17.9） バター、牛乳 しめじ、ミニトマト 牛乳 和風春雨サラダ、トマト 　17.4（16.8） 食パン 高野豆腐 小松菜 牛乳

ご飯、大根のすまし汁 　565 （491） 精白米 鮭、味噌 人参、大根 牛乳 ポテトチーズ焼き ご飯、大根の味噌汁 　558 （486） 精白米 鶏肉、豆腐 玉ねぎ、人参 牛乳 きなこプリン

１０（木） 鮭の味噌マヨネーズ焼き 　23.1（20.6） じゃが芋 ひじき、大豆 ブロッコリー 牛乳 ２５（金） 豆腐のつくね焼き 　22.2（19.9） パン粉 牛乳、卵 きゅうり 野菜ジュース

ひじき煮、ボイルブロッコリー 　24.6（22.2） 調合油 油揚げ、バター玉ねぎ、ピーマン さつま芋サラダ、果物 　15.4（15.4） さつま芋 ハム、油揚げ 大根

ご飯、きくらげのスープ 　562 （489） 精白米 豚肉 筍、干し椎茸 牛乳 どら焼き 豚丼 　621 （484） 精白米 豚肉 レタス ヨーグルト マドレーヌ

春巻き、キャベツと竹輪の味噌マヨ和え 　15.6（15.0） 春巻きの皮 竹輪、味噌 ねぎ、キャベツ せんべい ２６（土） 豆腐の味噌汁 　19.1（16.7） 上白糖 豆腐 玉ねぎ ミニゼリー

果物 　11.2（12.2） 春雨、片栗粉 牛乳 きゅうり、人参 野菜ジュース 果物 　21.0（15.8） わかめ、味噌 牛乳

ご飯、卵スープ 　597 （475） 精白米 鶏肉 人参、きゅうり 麦茶 カスタードドック

２８（月） 鶏肉のバーベキューソース 　24.1（18.4） マカロニ 卵 玉ねぎ、トマト ビスケット 果物

≪今月の食育予定≫ マカロニサラダ、トマト 　23.4（18.9） 上白糖 ハム レモン、りんご 牛乳

 ４日（金）　　３歳　　　グリーンサラダ作り ゆかりごはん、豚汁 　609 （501) 精白米 さんま レモン、もやし 牛乳 ピザトースト

　　　　　　　４、５歳　　ポークカレー作り　 ２９（火） さんまの塩焼き、竹輪の磯辺揚げ 　24.6（20.4） 里芋 竹輪、青のり 小松菜、人参 牛乳

 １５日（火）　５歳　　　箸指導 小松菜のお浸し 　27.1（22.3） 食パン ベーコン、味噌 大根、ごぼう

 ２５日（金）　４歳　　　箸指導 卵ロールサンド、ポトフ 　520 （457） ロールパン 卵、鶏肉 ブロッコリー 牛乳 塩昆布おにぎり

３０（水） ナゲット、ブロッコリーサラダ 　15.4（14.8） じゃが芋 大豆、昆布 きゅうり、人参 果物

ミニトマト 　22.5（20.7） 調合油 ウインナー ミニトマト、玉ねぎ 麦茶

都合により献立が変更になることがあります。ご了承ください。　　1食あたりの平均塩分量　以上児：2.1ｇ　未満児：1.6ｇ

令和２年　９月　　予定献立表　　　太陽認定こども園

１１(金)

≪旬の食材≫

新米、さつま芋、里芋、しめじ、舞茸、鮭、

さば、カツオ、栗、ぶどう


