
　令和３年

【ｶﾐｶﾐ献立】ごはん ﾁｷﾝの味噌漬け焼き　果物 ココア蒸しパン 豚肉　 ちき揚げ 白米  ｺｺｱ ﾁｮｺ　こんにゃく 人参　ｲﾝｹﾞﾝ　ｺﾞﾎﾞｳ　

きんぴらごぼう　ほうれん草のすまし汁　 牛乳 牛乳 強力粉 黒糖 砂糖　 ｴﾉｷ  ﾎｳﾚﾝ草　果物　

焼きそば　きゅうりと大根の梅肉和え いりこ菜おにぎり 豚肉　ｱｰｻ 焼きそば麺　油 人参 玉ねぎ ﾋﾟ-ﾏﾝ ｷｬﾍﾞﾂ

アーサのすまし汁　果物 お茶 牛乳 白米 きゅうり 大根 ﾈｷﾞ 冬瓜 果物

麦ごはん　魚のパン粉焼き　　 ﾁｰｽﾞサブレ ﾁｰｽﾞ　ﾊﾞﾀｰ 白米 押し麦 ﾏﾖﾈｰｽﾞ 大根 ｴﾉｷ 小松菜 ﾚｰｽﾞﾝ

かぼちゃサラダ　野菜スープ　果物 牛乳 さわら　牛乳 小麦粉 ｺﾞﾏ ﾊﾟﾝ粉 ﾄﾏﾄ　南瓜 果物

中華あんかけ丼  胚芽クラッカー　ﾁｰｽﾞ 豚肉　ｱｰｻ 白米　かたくり粉 人参玉ねぎもやしﾆﾗ

冬瓜のみそ汁　果物 牛乳 ﾁｰｽﾞ 油　ｺｰﾝ　胚芽ｸﾗｯｶｰ ﾁﾝｹﾞﾝ菜 冬瓜  ﾈｷﾞ 果物

ごはん　鮭の塩焼き　 ゴマケーキ 鮭　大豆 枝豆　厚揚げ豆腐 白米　小麦粉 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ 人参  きゅうり 

豆サラダ　厚揚げ豆腐のみそ汁　果物 牛乳 牛乳ﾊﾞﾀｰ ﾂﾅ　ｷﾄﾞﾆ-ﾋﾞ-ﾝｽﾞ卵  ｺﾞﾏ 砂糖 油 長ﾈｷﾞ　小松菜　果物

ごはん　チキンのピザ焼き オートミールクッキー 鶏肉　ｳｨﾝﾅｰ ﾊﾞﾀｰ 白米　ﾔﾝｸﾞｺｰﾝ　砂糖 油 人参 ﾈｷﾞ ｼﾒｼﾞ 

ﾔﾝｸﾞｺｰﾝのｿﾃｰ　しめじのみそ汁　果物 牛乳 牛乳　ﾜｶﾒ　 ｵｰﾄﾐｰﾙ小麦粉 赤ﾊﾟﾌﾟﾘｶ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　果物

ごはん　鯖のｺﾞﾏみそ焼き レーズンケーキ 鯖 鶏ﾓﾓ肉　ゆし豆腐 白米　ｺﾝﾆｬｸ 人参 大根 ｲﾝｹﾞﾝ ｺﾞﾎﾞｳ ﾀｹﾉｺ

筑前煮　ゆし豆腐　果物 牛乳 ﾊﾞﾀｰ　卵 牛乳 砂糖 ﾈｷﾞ　ｼｲﾀｹ　ﾚｰｽﾞﾝ果物

あわごはん　ハッシュドﾎﾟｰｸ　 フルーツヨーグルト 豚肉 ﾂﾅ ﾖｰｸﾞﾙﾄ 白米　あわ　 人参 玉ねぎ ｼﾒｼﾞ ﾋﾟｰﾏﾝ 果物

ツナサラダ　もずくスープ　果物 クラッカー もずく　大豆　牛乳 油　ｸﾗｯｶｰ　 ｷｬﾍﾞﾂ ｷｭｳﾘ 黄ﾋﾟｰﾏﾝ 白菜 ﾆﾗ

ごはん　豚肉ときのこのオイスターソース炒め コーンフレーク 豚肉　油揚げ 白米　コンフレーク　油 しめじ　赤ﾋﾟｰﾏﾝ　ﾋﾟｰﾏﾝ

ｷｬﾍﾞﾂのみそ汁　果物 牛乳 牛乳 ｷｬﾍﾞﾂ　玉ねぎ　ﾈｷﾞ　果物

肉野菜そば　 ふりかけおにぎり 豚肉　牛乳 沖縄そば 白米 キャベツ　玉ねぎ　果物

きゅうりのツナ和え　　果物 お茶 わかめ ツナ 油 人参　にら ｷｭｳﾘ

ごはん　カラフルマーボー豆腐 かぼちゃケーキ 豚ﾐﾝﾁ　木綿豆腐 ちくわ 白米　砂糖　小麦粉 人参 玉ねぎ ﾋﾟｰﾏﾝ 南瓜果物

中華和え　春雨スープ　果物 牛乳 牛乳 ﾜｶﾒ 卵ﾁｰｽﾞﾊﾞﾀｰ 春雨　ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ﾆﾗ 黄ﾋﾟｰﾏﾝ 白菜 きゅうり

　　　　　　　　　　　　9　月予定幼児食献立表
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みやび認定こども園　　　　作成者：上原典恵
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2 木

3 金
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10 金

8 水

9 木

11 土

13 月

14 火
中華和え　春雨スープ　果物 牛乳 牛乳 ﾜｶﾒ 卵ﾁｰｽﾞﾊﾞﾀｰ 春雨　ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ ﾆﾗ 黄ﾋﾟｰﾏﾝ 白菜 きゅうり

ごはん　白身魚マヨ焼き ポンデケージョ さわら　チキ揚げ　豚肉 白米 砂糖小麦粉 しらたき 人参 ﾚﾝｺﾝ　大根 ﾈｷﾞ

ひじき炒め　豚汁　果物 牛乳 牛乳　ひじき ﾁｰｽﾞ　油揚げ じゃが芋　片栗粉 果物

鶏丼　わかめときゅうりの和え物 おやつパン 鶏肉　ｶﾆかま 白米　油　 人参 玉ねぎ果物

小松菜のみそ汁　果物 牛乳 ﾜｶﾒ　牛乳 おやつﾊﾟﾝ 小松菜 ｴﾉｷ　きゅうり  ﾋﾟｰﾏﾝ  

ファイト一発‼カツカレー ガトーショコラ 豚肉　ﾜｶﾒ　 白米　じゃが芋 人参 玉ねぎ 果物

わかめスープ　　果物 牛乳 卵　牛乳 小麦粉 油 チョコ　ココア　ﾊﾟﾝ粉 長ネギ　

　麦ごはん　鮭のオーロラソース焼き アガラサー 鮭　豚肉 白米 押し麦 ﾏﾖﾈｰｽﾞ　 人参 ｼﾒｼﾞ 玉ねぎ 果物

チンゲン菜ときのこ炒め　なめこ汁　果物 牛乳 牛乳　卵 黒糖 強力粉 ﾁﾝｹﾞﾝ菜 小松菜　なめこ

あわごはん　肉じゃが　果物 おやつﾊﾟﾝ 豚肉　油揚げ 白米　あわ 砂糖　油 しらたき　 人参玉ねぎ果物　ﾈｷﾞ

ゴマ和え　大根のみそ汁 牛乳 牛乳　ﾜｶﾒ おやつﾊﾟﾝゴマ　じゃが芋 小松菜 大根 

 【お誕生日給食】ﾏｯｼｭﾙｰﾑﾐｰﾄｽﾊﾟｹﾞｯﾃｨ バースデーケーキ 合挽き肉　ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ ﾊﾞﾀｰ ｽﾊﾟｹﾞﾃｨｰ ｺｰﾝ 砂糖 人参 玉ねぎ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ　ﾄﾏﾄ

ﾁｷﾝﾅｹﾞｯﾄ ﾌﾞﾛｯｺﾘｰｻﾗﾀﾞ　ﾊﾟﾊﾟｲﾔｽｰﾌﾟ　果物　　 牛乳 ﾂﾅ　卵　粉ﾁｰｽﾞ 牛乳 ｵｰﾄﾐｰﾙ 小麦粉 ｱｽﾊﾟﾗ ﾊﾟﾊﾟｲﾔ ｶｲﾜﾚ果物

ごはん　ドライカレー 源氏パイ　ミニゼリー 豚ミンチ　ﾁｰｽﾞ　 白米　ミニゼリーｺｰﾝ 人参　玉ねぎ　ｼﾒｼﾞ

小松菜スープ　果物 牛乳 牛乳 源氏パイ 小松菜 ｸﾞﾘﾝﾋﾟｰｽ　果物

ごはん　ﾊﾟﾌﾟﾘｶみそ炒め　果物 小倉あんケーキ 豚ﾛｰｽ肉 ﾊﾞﾀｰ 白米 ﾏﾖﾈ-ｽﾞ 油小倉あんｺﾝﾆｬｸ 玉ねぎ 人参 赤黄ﾊﾟﾌﾟﾘｶ ｴﾉｷ 

ﾌﾞﾛｯｺﾘｰﾁｰｽﾞ焼き　えのきのすまし汁　　 牛乳 ﾁｰｽﾞ　牛乳 ﾎｯﾄｹｰｷﾐｯｸｽ小麦粉　砂糖  ﾌﾞﾛｯｺﾘｰ ほうれん草 果物

     黒米ごはん　鮭の香味焼き スノーボール 鮭　ちき揚げ　ﾊﾞﾀｰ 白米 黒米 枝豆 人参 小松菜セロリ　トマト

切り干し大根イリチー　コンソメｽｰﾌﾟ　果物 牛乳 牛乳 小麦粉　砂糖 切干大根 玉ねぎ 果物

ごはん　照り焼きチキン　ｳｨﾝﾅｰ おやつパン 鶏肉 ウィンナー 白米　ｸﾙﾄﾝ　油 ｷｬﾍﾞﾂ ｷｭｳﾘ 玉ねぎﾊﾟｾﾘ

サクサクサラダ　クラムチャウダー　果物 牛乳 牛乳 あさり　卵 じゃが芋 おやつﾊﾟﾝ ほうれん草 赤ﾋﾟｰﾏﾝ果物

あわごはん　鯖のカレームニエル　 くずもち 鯖  きな粉 白米  人参 玉ねぎ 小松菜 果物　

タマナ-チャンプル-　 小松菜のみそ汁　果物 牛乳 木綿豆腐 ﾎﾟｰｸ 牛乳　 黒糖 芋くず 砂糖 干ｼｲﾀｹ  ｷｬﾍﾞﾂ ﾆﾗ　 

＊9月20日は敬老の日でお休みです。

＊9月23日は秋分の日でお休みです。
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※食材の都合により献立を変更する事があります。
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