
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

にんじんロールパン ロールパン ぶたロース たまねぎ 保存用　 エネルギー 414 Kcal 45 Kcal ビビンバ丼 精白米 ぶたひき肉 こまつな チーズ エネルギー 525 Kcal 589 Kcal

ポークチャップ 調合油 プロセスチーズ にんじん ビスコ たんぱく質 18.0ｇ 19.1ｇ さつま芋のサラダ 押麦 淡色辛みそ だいずもやし トースト たんぱく質 18.4ｇ 19.7ｇ

ローストポテト 三温糖 ベーコン マッシュルーム 脂  質 19.7 ｇ 20.6 ｇ わかめとコーンのスープ 三温糖 ロースハム にんじん 脂  質 18.5 ｇ 19.5 ｇ

茹でブロッコリー じゃがいも 脱脂粉乳 トマトケチャプ 水 果物 ごま油 プロセスチーズ きゅうり 牛乳

ベーコンチャウダー 精白米 ブロッコリー さつまいも コーン缶

砂糖 マヨネーズ くだもの

にんじんロールパン ロールパン ぶたロース たまねぎ 青菜と鮭の エネルギー 4857Kcal 542 Kcal きのこカレー 精白米 ぶたもも マッシュルーム ココア エネルギー 516 Kcal 576 Kcal

ポークチャップ 調合油 プロセスチーズ にんじん おにぎり たんぱく質 20.8ｇ 22.6ｇ 大根のごまドレッシングサラダ 押麦 ベーコン 大根 蒸しパン たんぱく質 15.9ｇ 16.7ｇ

ローストポテト 三温糖 ベーコン マッシュルーム 脂  質 19.5 ｇ 20.6 ｇ チンゲン菜とベーコンのスープ じゃがいも パルメザンチーズ たまねぎ 脂  質 16.8 ｇ 17.4 ｇ

茹でブロッコリー じゃがいも 脱脂粉乳 トマトケチャプ 麦茶 果物 調合油 にんじん 牛乳

ベーコンチャウダー 精白米 さけ ブロッコリー いりごま ぶなしめじ

砂糖 こまつな 三温糖 くだもの

ご飯 精白米 さば こねぎ チーズ エネルギー 535 Kcal 600 Kcal ミートソーススパゲティー マカロニ・スパゲティ ぶたひき肉 たまねぎ きな粉 エネルギー 493 Kcal 543 Kcal

さばの竜田揚げ 片栗粉 ロースハム きゅうり クッキー たんぱく質 18.8ｇ 20.2ｇ 小松菜とコーンのソテー 有塩バター 牛ひき肉 にんじん サンド たんぱく質 20.7ｇ 22.4ｇ

マカロニサラダ 調合油 削り節 にんじん 脂  質 19.6 ｇ 20.9 ｇ キャベツとしいたけのスープ 調合油 パルメザンチーズ キャベツ 脂  質 17.6 ｇ 18.1 ｇ

ミニトマト マカロニ 鶏卵 ミニトマト 牛乳 果物 食パン きな粉 しいたけ 牛乳

えのきと麩のすまし汁 マヨネーズ パルメザンチーズ えのきたけ ソフトマーガリン パセリ

果物 観世ふ くだもの くだもの

親子丼 精白米 若鶏もも たまねぎ カステラ エネルギー 517 Kcal 571 Kcal 玄米ご飯 精白米 鶏ひき肉 れんこん スコーン エネルギー 544 Kcal 612 Kcal

オクラと人参のおかか和え 三温糖 鶏卵 にんじん たんぱく質 19.6ｇ 21.1ｇ れんこん鶏つくね 玄米 鶏卵 長ねぎ たんぱく質 18.2ｇ 19.6ｇ

豆腐とわかめの味噌汁 カステラ かつお節 生しいたけ 牛乳 脂  質 14.2 ｇ 14.0 ｇ もやしとわかめのサラダ パン粉 ロースハム にんじん 牛乳 脂  質 21.3 ｇ 23.0 ｇ

果物 木綿豆腐 オクラ なすと油揚げの味噌汁 オリーブ油 油揚げ りょくとうもやし

淡色辛みそ グリーンピース 果物 三温糖 淡色辛みそ きゅうり

くだもの 片栗粉 くだもの

納豆ご飯 精白米 納豆 あおのり スイート エネルギー 504 Kcal 547 Kcal ロールパン ロールパン めかじき パセリ たらマヨ エネルギー 522 Kcal 585 Kcal

ブロッコリーとささみののりあえ 押麦 ロースハム ブロッコリー ポテト たんぱく質 19.5ｇ 20.4ｇ かじきのチーズピカタ 薄力粉 鶏卵 ミニトマト おむすび たんぱく質 21.4 ｇ 23.5 ｇ

チーズキッス いりごま 削り節 にんじん 脂  質 18.2 ｇ 18.1 ｇ ブロッコリーの和風ドレッシングサラダ マヨネーズ パルメザンチーズ ブロッコリー 脂  質 20.7 ｇ 22.0 ｇ

大根と厚揚げの味噌汁 さつまいも 鶏ささ身 長ねぎ 牛乳 ミニトマト 三温糖 生クリーム 赤ピーマン 麦茶

果物 有塩バター チーズ だいこん コーンポタージュ 調合油 たらこ コーン缶

三温糖 生揚げ くだもの 有塩バター たまねぎ

焼きそばドッグ ロールパン ぶたひき肉 キャベツ わかめ エネルギー 494 Kcal 553 Kcal しらす丼 精白米 しらす干し オクラ スティック エネルギー 501 Kcal 554 Kcal

チーズオムレツ ソフトマーガリン 鶏卵 にんじん むすび たんぱく質 19.3ｇ 21.0ｇ 春雨サラダ 押麦 ロースハム こねぎ ごまパン たんぱく質 21.9 ｇ 24.1 ｇ

ズッキーニのサラダ 中華めん プロセスチーズ あおのり 脂  質 16.4 ｇ 16.9 ｇ たまごとオクラのすまし汁 いりごま 鶏卵 焼きのり 脂  質 15.0 ｇ 15.1 ｇ

ミニトマト 調合油 しらす干し ミニトマト 麦茶 果物 片栗粉 削り節 にんじん 牛乳

ヨーグルトドリンク オリーブ油 ズッキーニ はるさめ パルメザンチーズ きゅうり

三温糖 コーン缶 マヨネーズ くだもの

ご飯 精白米 ぎんざけ たまねぎ マーブル エネルギー 531 Kcal 590 Kcal

鮭のホイル焼き 有塩バター 淡色辛みそ にんじん ケーキ たんぱく質 19.2ｇ 20.6ｇ

いんげんのごま味噌あえ いりごま 鶏卵 ぶなしめじ 脂  質 22.2 ｇ 23.9 ｇ

かき卵汁 三温糖 削り節 えのきたけ 牛乳

ミニゼリー 片栗粉 さやいんげん

ゼリー 切りみつば

タコライス 精白米 ぶたひき肉 たまねぎ 揚げパン エネルギー 524 Kcal 587 Kcal

切り干し大根のサラダ 押麦 牛ひき肉 にんにく たんぱく質 19.8ｇ 21.6ｇ

かぶとしめじの豆乳スープ 調合油 ピザ用チーズ 切り干し大根 牛乳 脂  質 18.1 ｇ 19.0 ｇ

果物 いりごま 豆乳 キャベツ

三温糖 ミニトマト

コッペパン くだもの

お月見うどん ゆでうどん 若鶏もも えのきたけ みたらし エネルギー 532 Kcal 575 Kcal

ツナじゃが 三温糖 油揚げ 生しいたけ だんご たんぱく質 19.3ｇ 19.8ｇ

茹でブロッコリー じゃがいも 削り節 にんじん 脂  質 12.3 ｇ 11.1 ｇ

ヨーグルト 上新粉 鶏卵 ほうれんそう 麦茶

白玉粉 かつお油漬缶詰 長ねぎ

片栗粉 ブロッコリー

※材料の都合により、変更することがあります。
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実りの秋の始まりです！

新米のおいしい季節になります。ごはんは、味が

淡白でおかずにも合い、よく噛むことで唾液に含ま

れるホルモンが脳を活性化します。また、食後の血

糖値も上がりにくく、ゆっくり吸収されるため腹持

ちが良く、脂質が少ないので、パン等の比べ太りに

くい食材です。

9月の旬の食材

さつまいも きのこ類 れんこん かぼちゃ

さんま さば さけ なし ぶどう 新米

お月見を楽しむ

旧暦８月15日前後の満月を十五夜といい、

ススキを飾り、月見だんごやお酒を供えて月

を愛でる風習があります。

9月10日は中秋の名月で、今年は満月の

日と一致しているようなので楽しみですね。

（月見だんごの作り方）

上新粉150gにぬるま湯120mlを少しずつ加え

てこね、耳たぶ程度の固さになったら15等分し、

丸める。たっぷりの湯でゆで、浮き上がってきた

ら冷水で冷やし、あおいで「てり」を出す。

（誤飲には注意しましょう！）

目標 今月 目標 今月
エネルギー 467kcal 511kcal 548kcal 568kcal
たんぱく質 17.5g 18.9g 20.5g 20.4g

脂質 14.5g 18.2g 17.0g 19.0g

幼児(3～5歳児)乳児(1～2歳児)


