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以上児
【栄養目標量】 【今月の平均】

エネルギー　　560kｃａｌ　　 566kcal
たんぱく質　　　21.0ｇ　　　 21.2g

　たんじょうびかい 　こどもがよろこぶメニュー 　　「まごわやさしい」こんだて 脂質　　　　　　16.0ｇ　　　 16.6ｇ
塩分　　　　　    　2.5ｇ　　　　 2.4ｇ

ごはん、ポパイスープ、ポーク
チャップ、かぼちゃのサラダ

こめ、コーンフレーク、むぎ、マ
ヨネーズ、あぶら、かたくりこ

ぶたにく、ミルク、ハム、ぎゅう
にゅう

たまねぎ、かぼちゃ、にんじん、
ほうれんそう、コーン、きゅうり

ミルク、コーンフレーク

バナナヨーグルト、リッツ
ごはん、じゃがいもとわかめのみ
そしる、さばのごまみそに、きり
ぼしだいこんのうまに、オレンジ

こめ、じゃがいも、むぎ、ごま、
さとう

さば、みそ、ミルク、あぶらあ
げ、ぎゅうにゅう

オレンジ、きりぼしだいこん、たま
ねぎ、わかめ、バナナ、にんじん、
しいたけ、グリンピース、しょうが

さけ、とうふ、ミルク、みそ、
ぎゅうにゅう

なし、キャベツ、ブロッコリー、
たまねぎ、にんじん、なめこ、し
めじ、ねぎ、いちごジャム

りんごジュース、せんべい

きのこうどん、むぎちゃ、メンチ
カツ、もやしのいろどりあえ、バ
ナナ

うどん、しょくパン、さとう、あ
ぶら、ごま、かたくりこ

メンチカツ、ミルク、あぶらあ
げ、たまご、かにかまぼこ、ぎゅ
うにゅう

バナナ、もやし、にんじん、まい
たけ、しめじ、えのきたけ、ほう
れんそう

ミルク、フレンチトースト

ふりかけごはん、こまつなとあぶ
らあげのみそしる、ウインナー、
ボイルブロッコリー、バナナ

こめ、むぎ、マヨネーズ

いちごヨーグルト、アスパラガス
ビスケット

ごはん、やさいスープ、ミート
ローフ、マカロニサラダ

こめ、マカロニ、マヨネーズ、む
ぎ、パンこ、あぶら、さとう

ひきにく、アメリカンドッグ、ミ
ルク、ぎゅうにゅう、たまご

たまねぎ、にんじん、キャベツ、
きゅうり、コーン、グリンピース

ぎゅうにゅう、ウインナー、あぶ
らあげ、みそ、

バナナ、こまつな、ブロッコリー

ミルク、アメリカンドッグ

ごはん、なめこじる、さけのちゃ
んちゃんやき、ブロッコリーのご
まあえ、なし

こめ、むぎ、あぶら、さとう、く
ろごま、ごま

ごはん、キャベツとしめじのみそ
しる、ウィンナーいりたまごや
き、ひじきのいために、オレンジ

こめ、しょくパン、むぎ、マーガ
リン、グラニューとう、さとう、
あぶら

たまご、ミルク、ウインナー、み
そ、あぶらあげ、ぎゅうにゅう

オレンジ、キャベツ、にんじん、
しいたけ、ひじき、しめじ、グリ
ンピース

ミルク、シュガートースト

ふりかけごはん、こまつなとあぶ
らあげのみそしる、ウインナー、
ボイルブロッコリー、バナナ

こめ、むぎ、マヨネーズ

ミルク、スティックパン

ぎゅうにゅう、ウインナー、あぶ
らあげ、みそ、

バナナ、こまつな、ブロッコリー

しょくパン（ジ・ブ）、たまご
スープ、とりにくポンずやき、
コールスローサラダ

こめ、しょくパン、あぶら、さと
う

とりももにく、たまご、ウイン
ナー、バター、ぎゅうにゅう

キャベツ、たまねぎ、にんじん、こ
まつな、ブルーベリージャム、しい
たけ、コーン、いちごジャム、しょ
うが

りんごジュース、せんべい

ごはん、じゃがいもとわかめのみ
そしる、さばのごまみそに、きり
ぼしだいこんのうまに、オレンジ

こめ、じゃがいも、むぎ、ごま、
さとう

さば、ミルク、みそ、あぶらあ
げ、ぎゅうにゅう

オレンジ、きりぼしだいこん、た
まねぎ、わかめ、にんじん、しい
たけ、グリンピース、しょうが

むぎちゃ、ウインナーとコーンの
まぜごはん

のむヨーグルト、サブレ

ひやしごもくうどん、ブロッコ
リーのサラダ、フルーツカルピス
ゼリー

うどん、コッペパン、さとう、マ
ヨネーズ

たまご、ミルク、ハム、ツナ、カ
ルピス、かにかまぼこ、ぎゅう
にゅう

ブロッコリー、みかん、きゅう
り、にんじん、わかめ、えだま
め、かんてん

たまねぎ、かぼちゃ、にんじん、
ほうれんそう、コーン、きゅうり

ミルク、マカロニあべかわ

きのこうどん、むぎちゃ、メンチ
カツ、もやしのいろどりあえ、バ
ナナ

うどん、こむぎこ、マヨネーズ、
あぶら、ごま、かたくりこ、さと
う

メンチカツ、あぶらあげ、さくら
えび、たまご、かにかまぼこ、か
つおぶし、ぎゅうにゅう

バナナ、もやし、キャベツ、にん
じん、まいたけ、しめじ、えのき
たけ、ほうれんそう、あおのり

むぎちゃ、おこのみやき

チキンカレーライス、むぎちゃ、
はるさめサラダ、バナナ

こめ、じゃがいも、こむぎこ、さ
とう、むぎ、はるさめ、あぶら、
くろごま

ミルク、とりももにく、たまご、
ハム、バター、ぎゅうにゅう

ごはん、ポパイスープ、ポーク
チャップ、かぼちゃのサラダ

こめ、マカロニ、さとう、むぎ、
マヨネーズ、あぶら、かたくりこ

ぶたにく、ミルク、きなこ、ハ
ム、ぎゅうにゅう

バナナ、たまねぎ、キャベツ、に
んじん、きゅうり、ふくじんづ
け、ピーマン

なっとうごはん、たまねぎととう
ふのみそしる、シューマイ、ボイ
ルブロッコリー、バナナ

こめ、むぎ、マヨネーズ
ぎゅうにゅう、シューマイ、なっ
とう、とうふ、みそ

バナナ、たまねぎ、ブロッコリー

ひきにく、ミルク、ぎゅうにゅ
う、たまご

たまねぎ、にんじん、キャベツ、
きゅうり、コーン、グリンピース

アイスクリーム

おやこどん、あおなとあぶらあげ
のみそしる、キャベツのサラダ、
にまめ（きんときまめ）

こめ、マヨネーズ、むぎ、さと
う、あぶら、すりごま

アイスクリーム、さけ、とうふ、
みそ、ぎゅうにゅう

オレンジ、キャベツ、ブロッコ
リー、たまねぎ、にんじん、なめ
こ、しめじ、ねぎ

ミルク、フライドポテト

ごはん、やさいスープ、ミート
ローフ、マカロニサラダ

こめ、マカロニ、マヨネーズ、む
ぎ、パンこ、あぶら、さとう

とりももにく、たまご、ミルク、
あぶらあげ、みそ、ぎゅうにゅう

キャベツ、たまねぎ、にんじん、
こまつな、きゅうり、ブルーベ
リージャム、しめじ

ブルーベリーヨーグルト、ビス
ケット

ごはん、なめこじる、さけのちゃ
んちゃんやき、ブロッコリーのご
まあえ、オレンジ

こめ、むぎ、あぶら、さとう、ご
ま

とりももにく、たまご、さけ、
ぎゅうにゅう

キャベツ、たまねぎ、にんじん、こ
まつな、わかめ、ブルーベリージャ
ム、しいたけ、コーン、いちごジャ
ム、しょうが

ごはん、キャベツとしめじのみそ
しる、ウィンナーいりたまごや
き、ひじきのいために、オレンジ

こめ、フライドポテト、むぎ、さ
とう、あぶら

たまご、ミルク、ウインナー、み
そ、あぶらあげ、ぎゅうにゅう

オレンジ、キャベツ、にんじん、
しいたけ、ひじき、しめじ、グリ
ンピース

カルピス、ひきにく、ぎゅうにゅ
う

オレンジ、たまねぎ、トマトかん、
もやし、にんじん、きゅうり、しい
たけ、コーン、グリンピース、にん
にく、しょうが、わかめ

むぎちゃ、さけわかめごはん

カルピス、ソフトせんべい

なっとうごはん、たまねぎととう
ふのみそしる、シューマイ、ボイ
ルブロッコリー、バナナ

こめ、むぎ、マヨネーズ
ぎゅうにゅう、シューマイ、なっ
とう、とうふ、みそ

バナナ、たまねぎ、ブロッコリーりんごジュース、せんべい

しょくパン（ジ・ブ）、たまご
スープ、とりにくポンずやき、
コールスローサラダ

ひづけ こんだて ３じのおやつ

ミルク、かりんとう

ごはん、わかめスープ、キーマカ
レー、サラスパサラダ、オレンジ

こめ、マヨネーズ、むぎ、あぶら

こめ、しょくパン、むぎ、あぶ
ら、ごま、さとう

ミルク、ドーナツ

ミルク、セサミケーキ

りんごジュース、せんべい

バナナ、たまねぎ、キャベツ、に
んじん、きゅうり、ふくじんづ
け、ピーマン

ミルク、ココアケーキ

きのこごはん、すましじる、とり
のからあげ、やさいのごまあえ、
なし

こめ、やきふ、さとう、ごま
とりのからあげ、とうふ、ミル
ク、あぶらあげ、ぎゅうにゅう

なし、もやし、ほうれんそう、ね
ぎ、しめじ、にんじん、しいた
け、えのきたけ

こ　　ん　　だ　　て　　ひ　　ょ　　う
2022ねん9がつ

※園の行事などで献立が入れ替わることがあります。

まだまだあついひがつづきますが、あつさにまけずよくたべてげんきいっぱいすごしてくださいね。
※食材の関係で献立が変わることがあります。

きゅうしょくしつでは、あつくてもしょくよくのでるきゅうしょくをつくっていきます。

ざ　い　り　ょ　う　め　い

チキンカレーライス、むぎちゃ、
はるさめサラダ、バナナ

こめ、じゃがいも、ホットケーキ
こ、さとう、むぎ、はるさめ、あ
ぶら

とりももにく、ミルク、たまご、
ハム、バター、ぎゅうにゅう


