
10時のおやつ 10時のおやつ

（3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児 （3歳未満時のみ） 熱や力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 3歳未満児 3歳以上児

ロールパン ロールパン たら しょうが エネルギー 466 Kcal 516 Kcal チーズパン コッペパン プロセスチーズ たまねぎ エネルギー 490 Kcal 542 Kcal

白身魚フライタルタルソース 薄力粉 鶏卵 ブロッコリー カップポテト たんぱく質 20.6ｇ 22.4ｇ ポークチャップ 調合油 ぶたロース にんじん 海鮮チヂミ たんぱく質 22.1ｇ 24.3ｇ

ブロッコリーの和風ドレッシングサラダ パン粉 ウインナーソーセージ 赤ピーマン 脂  質 24.2 ｇ 26.5 ｇ ローストポテト 三温糖 鶏卵 かぶ 脂  質 22.0 ｇ 23.6 ｇ

オクラとトマトのスープ 調合油 パルメザンチーズ コーン缶詰粒 牛乳 茹でブロッコリー じゃがいも やりいか トマトケチャプ 牛乳

マヨネーズ オクラ かぶとしめじのスープ 小麦粉 さくらえび素干し ブロッコリー

三温糖 トマト 果物 くだもの

さつま芋ご飯 精白米 若鶏もも しょうが エネルギー 543 Kcal 614 Kcal ご飯 精白米 ぶたヒレ キャベツ エネルギー 517 Kcal 582 Kcal

鶏肉のコーンフレーク焼き さつまいも 油揚げ にんにく 人参の たんぱく質 19.3ｇ 20.9ｇ ひれかつ 薄力粉 鶏卵 きゅうり じゃこ たんぱく質 25.5ｇ 28.6ｇ

れんこんの金平 いりごま 淡色辛みそ れんこん 豆腐ケーキ 脂  質 20.1 ｇ 21.5 ｇ キャベツときゅうりのゆかり和え パン粉 木綿豆腐 しその葉 トースト 脂  質 18.5 ｇ 19.5 ｇ

キャベツとえのきと油揚の味噌汁 マヨネーズ 絹ごし豆腐 にんじん 豆腐となめこの味噌汁 調合油 淡色辛みそ なめこ

コーンフレーク 鶏卵 さやいんげん 牛乳 食パン しらす干し 長ねぎ 牛乳

調合油 キャベツ マヨネーズ プロセスチーズ あおのり

コーン味噌ラーメン 中華めん ぶたひき肉 キャベツ エネルギー 473 Kcal 528 Kcal チャーハン 精白米 鶏卵 長ねぎ エネルギー 471 Kcal 513 Kcal

揚げ餃子 ごま油 淡色辛みそ たまねぎ チーズおかか たんぱく質 15.5ｇ 16.2ｇ 中華サラダ 調合油 焼き豚 りょくとうもやし さつまいも たんぱく質 15.9ｇ 16.5ｇ

きゅうりのナムル 調合油 かつお節 りょくとうもやし おにぎり 脂  質 13.1 ｇ 13.0 ｇ もやしとえのきのスープ ごま油 なると キャベツ 蒸しパン 脂  質 14.4 ｇ 14.2 ｇ

果物 三温糖 プロセスチーズ にんじん 果物 緑豆はるさめ きゅうり

精白米 コーン缶詰粒 麦茶 いりごま にんじん 牛乳

くだもの 三温糖 くだもの

焼き肉丼 精白米 ぶたロース たまねぎ エネルギー 520 Kcal 597 Kcal 三色丼 精白米 鶏ひき肉 ほうれんそう エネルギー 487 Kcal 571 Kcal

大根とツナのサラダ 押麦 まぐろ油漬缶詰 赤ピーマン ヨーグルト たんぱく質 19.7ｇ 22.5ｇ キャベツとハムのサラダ 押麦 鶏卵 キャベツ 肉まん たんぱく質 19.7ｇ 22.6ｇ

豆腐としめじの味噌汁 調合油 木綿豆腐 青ピーマン 脂  質 19.8 ｇ 21.3 ｇ 大根と油揚の味噌汁 三温糖 ロースハム きゅうり 脂  質 17.0 ｇ 18.1 ｇ

三温糖 淡色辛みそ しょうが おせんべい 果物 いりごま 油揚げ にんじん 牛乳

片栗粉 おせんべい だいこん マヨネーズ 淡色辛みそ だいこん

マヨネーズ きゅうり 長ねぎ

チキンカレー 精白米 若鶏もも しょうが エネルギー 474 Kcal 528 Kcal ご飯 精白米 さんま かぼちゃ エネルギー 485 Kcal 541 Kcal

切り干し大根のマヨサラダ 押麦 鶏卵 にんにく スイート たんぱく質 14.2ｇ 14.6ｇ かじきの甘辛しょうが焼き 片栗粉 油揚げ ミニトマト 焼きビーフン たんぱく質 16.9ｇ 17.9ｇ

卵とチンゲン菜のスープ じゃがいも たまねぎ パンプキン 脂  質 16.6 ｇ 17.1 ｇ かぼちゃの煮物 調合油 淡色辛みそ なす 脂  質 18.0 ｇ 18.9 ｇ

調合油 にんじん ミニトマト 三温糖 ぶたもも 長ねぎ 麦茶

いりごま 福神漬 牛乳 なすと油揚の味噌汁 ビーフン りょくとうもやし

マヨネーズ 切干しだいこん ごま油 にんじん

チャンポン風うどん ゆでうどん ぶたもも キャベツ エネルギー 476 Kcal 522 Kcal コッペパン コッペパン 若鶏むね たまねぎ エネルギー 552 Kcal 623 Kcal

厚焼卵 調合油 なると りょくとうもやし ライス たんぱく質 20.8ｇ 22.7ｇ マカロニグラタン マカロニ・スパゲティ パルメザンチーズ にんじん クッキー たんぱく質 19.0ｇ 20.4ｇ

茹でブロッコリー 三温糖 鶏卵 にんじん コロッケ 脂  質 20.3 ｇ 21.5 ｇ フレンチサラダ 調合油 ベーコン マッシュルーム 脂  質 24.3 ｇ 26.6 ｇ

果物 精白米 しらす干し 長ねぎ 白菜とベーコンのスープ 有塩バター 鶏卵 コーン缶詰粒 牛乳

有塩バター 鶏ひき肉 にら 牛乳 薄力粉 キャベツ

薄力粉 プロセスチーズ くだもの パン粉 きゅうり

ご飯 精白米 さば ほうれんそう エネルギー 491 Kcal 549 Kcal ふりかけご飯 精白米 ぎんざけ キャベツ エネルギー 512 Kcal 570 Kcal

さばの南部焼き 三温糖 淡色辛みそ にんじん カステラ たんぱく質 20.1ｇ 21.9ｇ さけのちゃんちゃん焼き 有塩バター 甘みそ りょくとうもやし ココア蒸しパン たんぱく質 20.1ｇ 21.9ｇ

ほうれん草の磯和え いりごま 油揚げ 焼きのり 脂  質 15.1 ｇ 15.3 ｇ 青のりポテト 調合油 木綿豆腐 たまねぎ 脂  質 17.1 ｇ 17.7 ｇ

ミニトマト ミニトマト 牛乳 豆腐としめじのすまし汁 じゃがいも 削り節 にんじん 牛乳

かぼちゃと油揚の味噌汁 かぼちゃ 果物 フランスパン 生しいたけ

長ねぎ ソフトマーガリン くだもの

お月見うどん ゆでうどん 若鶏もも 生しいたけ エネルギー 546 Kcal 599 Kcal

ツナじゃが 三温糖 削り節 長ねぎ みたらし たんぱく質 20.6 ｇ 21.7 ｇ

キャンディーチーズ じゃがいも 鶏卵 ほうれんそう だんご 脂  質 15.4 ｇ 14.6 ｇ

果物 上新粉 なると みついしこんぶ

白玉粉 かつお油漬缶詰 たまねぎ 牛乳

片栗粉 プロセスチーズ くだもの

ご飯 精白米 さば ほうれんそう エネルギー 464 Kcal 516 Kcal

さばの南部焼き 三温糖 淡色辛みそ にんじん 麩菓子 たんぱく質 19.4 ｇ 21.0 ｇ

ほうれん草の磯和え いりごま 油揚げ 焼きのり 脂  質 16.1 ｇ 16.6 ｇ

ミニトマト 観世ふ ミニトマト 牛乳

かぼちゃと油揚の味噌汁 調合油 かぼちゃ

黒砂糖 長ねぎ
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※材料の都合により、変更することがあります。
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9月の旬の食材

さつまいも

きのこ類

れんこん

かぼちゃ 梨

秋刀魚

鮭 鯖

～非常食の備えはできていますか？～

９月１日は、災害への認識を深め、備えを確認する「防災の日」です。

関東大震災が起きた日であり、台風が多いとされる二百十日から制定されました。

【準備するとよいもの】

・飲料水（1人1日３Ｌ×３日分）・３日分の非常食・医薬品・懐中電灯・携帯ラジオ・予備の電池・カセットコンロ・

ガスボンベ・貴重品（現金・身分証明書・通帳、印鑑、保険証ほか）・オムツ・ミルク・安心するおもちゃ等（必要に

応じて）

★非常食は、日ごろ食べ慣れているものを少し多めに買い置きをし、

「使って」「足す」で“もしも”の時に備えるのがおすすめです。


