
令和２年 9月行事献立予定表 妹尾保育園
材料と体内でのはたらき 栄養価 おやつ

熱と力に 血や肉や骨 体の調子を 熱量 蛋白質 午前 午後
なるもの になるもの 整えるもの Kcal ｇ （三未以下） （全員）

米、油、砂糖 牛乳、魚 そうめんかぼちゃ、人参

火 1 15 小麦粉、バター ロースハム、乾大豆 キャベツ、小松菜 579 26.9 みそ汁 牛乳、菓子

ちりめん、卵

米、油、砂糖 人参、かぼちゃ、玉ねぎ

水 2 16 小麦粉、食パン れんこん、さやいんげん 432 15.0 牛乳、菓子

マーガリン キャベツ、きゅうり

米、油、砂糖 牛乳、豚肉、高野豆腐

木 3 17 じゃがいも、白ごま ちりめん、乾ひじき 595 27.5 牛乳、菓子

乾マカロニ 納豆、きな粉

米、油、砂糖 牛乳、豚肉、赤みそ

金 4 18 ごま油、白ごま 卵、厚揚げ、豆乳 655 24.7 牛乳、菓子

米粉

焼きそば玉、油、砂糖 牛乳、豚肉、ちくわ 人参、キャベツ、玉ねぎ 5日：ばかうけ

土 5 19 お好みソース、白ごま 花かつお、青のり粉 もやし、乾きくらげ 432 16.9 牛乳、菓子

菓子 ちりめん、乾わかめ 奴ねぎ、きゅうり 19日：雪の宿

牛乳、豚肉、油揚げ 人参、冬瓜、ごぼう

月 7 豆腐、中みそ、ちりめん 本しめじ、奴ねぎ 617 24.1 牛乳、菓子

乾わかめ、乾ひじき、卵 きゅうり

米、油、砂糖、片栗粉 牛乳、豚肉、厚揚げ

火 8 じゃがいも、小麦粉 赤みそ、ちりめん 613 26.2 牛乳、菓子

ごま油 卵、ピザ用チーズ

米、油、じゃがいも 牛乳、鶏肉 牛乳、小魚、エアリアル

水 9 23 カレールゥ、白ごま ちりめん、小魚 558 21.1 牛乳、菓子

菓子 牛乳、小魚、おさつスナック

牛乳、鮭 梨、レモン、かぼちゃ 牛乳、ミニメロンパン

木 10 24 ロースハム、豆腐 人参、きゅうり 670 31.5 牛乳、菓子

誕生会（24日） ホールコーン、オレンジ 牛乳、ロールケーキ

米、油、砂糖

金 11 25 食パン、ケチャップ 612 29.1 牛乳、菓子

乾うどん、ごま油 牛乳、豚肉、油揚げ 人参、大根、玉ねぎ 12日：白い風船

土 12 26 菓子 ちりめん、青のり粉 本しめじ、奴ねぎ 450 18.5 牛乳、菓子

キャベツ 26日：星たべよ

米、油、砂糖 牛乳、鶏肉、乾わかめ

月 14 28 白ごま、乾スパゲティ 621 20.4 牛乳、菓子

ケチャップ

米、油、砂糖、小麦粉 牛乳、魚、卵 人参、キャベツ

火 29 パン粉、乾マカロ二 ロースハム、粉寒天 きゅうり、トマト 556 23.6 牛乳、菓子

じゃがいも 豆乳、きな粉

米、油、砂糖 牛乳、鶏肉、ちくわ

水 30 じゃがいも、白ごま 高野豆腐、ちりめん 532 21.2 牛乳、菓子

菓子 花かつお、塩昆布、小魚

赤ピーマン、黄ピーマン　　　
　玉ねぎ、人参、キャベツ　　
　　　　本しめじ、ピーマン　　
　　　　　　　　　　グレープフ
ルーツ

ツナ　　　　
　ごはん

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　バタークッキー

人参、糸こんにゃく　　　　　　　
　　　　玉ねぎ、グリンピース　　
　　　　　キャベツ、小松菜　　　
　　　　　　　　　えのきたけ、奴
ねぎ

米、油、片栗粉、砂糖　　　　　　
　　　　　白ごま、マヨネーズ　　
　　　　　　　　　小麦粉、コーン
スターチ　　　　　　　　　　　生
クリーム、グラニュー糖

牛乳、むきえび、テンペ　　　
　　　　　　ちくわ、卵、ちり
めん　　　　　　　　　　花か
つお、味付のり　　　　　　　　
小倉あん

米、ごま油、砂糖　　　　　　　
　　　　　　　　おつゆ麩、白
ごま　　　　　　　　　小麦
粉、バター　　　　　　　　　　　
グラニュー糖

人参、れんこん　　　　　　　　　　
　　　水煮たけのこ、ごぼう　　　　
　　　こんにゃく、干ししいたけ　　
　　　さやいんげん、ピーマン　　
　　　　もやし、オレンジ

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　マカロニのあべかわ

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　米粉のココア蒸しパン

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　きなこプリン

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　小魚の甘辛、チートス

乾きくらげ、人参　　　　　　　
　　　　小松菜、もやし　　　　
　　　　　　ホールコーン、玉
ねぎ　　　　　　冬瓜、奴ね
ぎ、バナナ

カワイ体操教室(年中）

鮭のバーベキュー風　　　　　　　　
　　　かぼちゃサラダ　　オレンジ

みそけんちん汁　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
ちりめんの和え物　　　　　　　
　　　　　　　　ひじきふりかけ

人参、なす、キャベツ　　　　　　
　　　　　　玉ねぎ、赤ピーマン　
　　　　　　　　　　　　　　　ピー
マン、りんご、奴ねぎ　　　　　　
　　　　　　　　　ホールコーン

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
きのこのピザトースト

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　ねぎとちりめんのチヂミ

炒り豆腐　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　青菜のおかか
あえ　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　手作りふりかけ

避難訓練

豚肉となすのみそ炒め　　　　
　　　　　　　　　　粉ふきいも   
       　　　　　   　　　　　　　　　
　りんご

焼きそば　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　きゅうりの酢の
物　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　牛乳

ビビンバ　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　中華卵スープ　　
　　　　　　　　　　　　　　　バナ
ナ

曜
日

日にち・行事

生け花制作（年長）

肉じゃが　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　キャベツとひ
じきの和え物　　　　　　　　　　
　えのき納豆

絵本読み聞かせ（年中）

鶏肉のマリネ　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　スパゲ
ティソテー　　　　　　　　　　　　
　グレープフルーツ

三未以下    
添加

魚の塩焼き　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　そうめんかぼちゃの和風
サラダ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　じゃこ豆
テンペ入りかきあげ　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　土佐酢あえ　　　　　
　　　　　　　　　　　　味付のり

絵本読み聞かせ（年少）　　　
スマイルキッズサッカー

野菜たっぷりカレー　　　　　　
　　　　　　　　　キャベツのご
まサラダ　　　　　　　　　　　　　
　　グレープフルーツ

牛乳、豆腐、豚ひき肉　　　　　　　　

乾ひじき、高野豆腐　　　　　　　花

かつお、小魚、青のり粉　　　　　

ゆかり、ベーコン　　　　　　　　　　　

　　　ピザ用チーズ

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　
ドーナツ

絵本読み聞かせ（年長）
牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　

　小倉サンド

昼食献立名

牛乳　　　　　　　　　　　　　　　　　
　おにぎり

人参、玉ねぎ　　　　　　　　　　　
　本しめじ、ホールコーン　　　
　　　　　　　キャベツ、乾きくら
げ　　　　　　　　　　　グレープ
フルーツ

人参、玉ねぎ、干ししいたけ　　　
　　　　　グリンピース、小松菜   
　　             もやし、本しめじ、
まいたけ　　　　　　　　　マッ
シュルーム、ピーマン

五目うどん　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　磯あえ　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　牛乳

身体計測　　　　　　　　　　　　
(年少・年中・年長)

カワイ体操教室(年長）

誕生会

筑前煮　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　
昆布ピーマン　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　オレンジ

身体計測　　　　　　　　　　　　
(ひよこ・ひまわり)

魚フライ　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　マカロニサラ
ダ　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　トマト

この献立の栄養価は

３～５歳児の平均で
作成されています。
平均の熱量は566kcalで
たんぱく質は23.3ｇです。

知っていますか？そうめんかぼちゃ

9月の献立でも使われているそうめんかぼちゃは、
瀬戸内市牛窓町のあたりでよくつくられている夏の野菜です♪

ゆでたり、蒸したりすることで果肉の部分がほぐれて糸状に

なるので、金糸瓜ともいわれるおもしろいかぼちゃです。

誕生会

◎鮭ごはん

◎鶏肉の磯辺揚げ

◎切り干し大根のしらすあえ

◎豆腐のすまし汁

◎オレンジ

★栄養 水分代謝を高めるカリウムが豊富。

利尿作用や体を冷やす働き、疲労回復など暑い時期に活躍してくれます！

★食べ方 マヨネーズやポン酢で和えたサラダや炒め物などいろいろと使えます。

シャキシャキ感が楽しめますよ！


