2021年度 9月

献立表

健生くまのこ園
日付 午前おやつ

給

食

午後おやつ

なすと豚肉のみそ炒め,ほう すいか,牛乳
1(水)

2(木)

お菓子 れん草のごま和え,ごはん
牛乳

牛丼,味噌汁(豆腐・わかめ), バームクーヘ
ミニゼリー
ン,牛乳

3(金)

非常食 惣菜パン,バナナ,オ いちごヨーグ
お菓子 レンジジュース
ルト

6(月)

お菓子 トフライ,ごはん

厚揚げの中華炒め,ミニポテ ドーナツ,牛乳

7(火)

8(水)

9(木)

牛肉,かまぼこ,木綿 米,砂糖,ミニゼリー,
豆腐,カットわかめ,牛 バームクーヘン
乳

たまねぎ,にんじん,
しょうが

いちごヨーグルト

バナナ,オレンジ
ジュース

惣菜パン

こいくちしょうゆ,酒,
だし汁,あわせみそ

厚揚げ,鶏ひき肉,牛 ごま油,かたくり粉,油, たまねぎ,にんじん,チ コンソメ,こいくちしょ
乳
米,砂糖,ミニポテトフ ンゲンサイ,梅干し
うゆ,塩,水
ライ(冷)

鮭フライ,ブロッコリー,冬瓜そ ポテトおやき,
ぼろ煮,ごはん
牛乳

鮭フライ（冷）,鶏ひき マヨネーズ,砂糖,か ブロッコリー,とうが 塩,酒,みりん,うすくち
肉,しらす干し,パルメ たくり粉,米,じゃがい ん,こまつな,にんじん しょうゆ,だし汁,水,こ
ザンチーズ,牛乳
も,ごま油
いくちしょうゆ

沖縄料理：タコライス,ミニト しょうゆせんべ
お菓子 マト,わかめスープ,ヨーグル い,りんごジュー
ス
ト
ふりかけごはん,チキンナ
クッキー,牛乳
牛乳 ゲット,さつま汁

豚ひき肉,卵,カットわ 米,マヨネーズ,油,い たまねぎ,ピーマン,に ケチャップ,ソース,カ
かめ,絹ごし豆腐,
りごま,しょうゆせん んじん,キャベツ,ミニ レー粉,塩,こしょう,コ
ヨーグルト
べい
トマト,りんごジュース ンソメ,水

牛乳

10(金) お菓子

13(月)

からだの血や肉にな からだの熱や力にな 体の調子をととのえ
その他
アレルギー
るもの
るもの
るもの
豚もも,牛乳
砂糖,油,すりごま,米 なす,たまねぎ,ピー こいくちしょうゆ,あわ
マン,にんじん,ほうれ せみそ,抹茶
んそう,すいか

親子丼,味噌汁（おつゆふ・
あおさ）,なし

オレンジパイ,
牛乳

中国料理：麻婆豆腐,春雨中 ごま蒸しパン,
お菓子 華サラダ,ごはん
牛乳

チキンナゲット(冷),
豚肉,牛乳

米,さつまいも,小麦
粉,バター,きび砂糖

ほうれんそう,にんじ ふりかけ,水,あわせ
ん,大根
みそ,だし汁

鶏肉,かまぼこ,卵,き 砂糖,米,おつゆふ,オ たまねぎ,にんじん,な こいくちしょうゆ,みり
ざみのり,あおさ,牛 レンジパイ
し
ん,酒,だし汁,あわせ
乳
みそ,水
木綿豆腐,豚ひき肉, 油,砂糖,かたくり粉, たまねぎ,白ねぎ,しょ
ハム,牛乳
ごま油,はるさめ,いり うが,にんじん,きゅう
ごま,米,小麦粉
り
ベーコン,牛乳

油,じゃがいも,砂糖,
食パン,小麦粉,バ
ター,グラニュー糖

夏野菜カレー,ブロッコリーコーン メロンパン,牛
16(木) 牛乳 ドレッシング,ごろごろみかんゼ
乳
リー
鶏の照り焼き,ミニトマト,マカ ビスコ・ハッピー
ターンﾞ,牛乳
17(金) お菓子 ロニサラダ,ごはん

豚ひき肉,牛乳

米,じゃがいも,油,砂
糖,ごろごろみかんゼ
リー,メロンパン

鶏肉,ハム,牛乳

砂糖,油,マカロニ,マ ミニトマト,きゅうり,に こいくちしょうゆ,酒,
ヨネーズ,米,ハッピー んじん
みりん,塩,こしょう
ターン・ビスコ

しゅうまい(冷),牛乳

かたくり粉,ごま油,砂 えのきたけ,たまね
糖,米,きな粉
ぎ,にんじん,かぼ
ちゃ,梅干し

白身魚のみぞれ煮,ブロッコ コーンフレー
お菓子 リー,ひじきの煮物,ごはん
ク

かれい,ひじき,油あ
げ,蒸し大豆,牛乳

小麦粉,油,砂糖,マヨ 大根,ブロッコリー,に 塩,こしょう,こいくち
ネーズ,米,コーンフ んじん,しいたけ（干）, しょうゆ,みりん,だし
レーク
たまねぎ
汁

野菜とツナのピラフ,ミート
ボールと大根の煮物,ミニゼ
リー
松風焼,ミニトマト,ミニポテト
お菓子 フライ,ごはん

15(水)

21(火)

22(水)

牛乳

牛乳

かぼちゃコロッケ,ミネスト
ローネ,食パン

しゅうまい中華あんかけ,か
ぼちゃの煮物,ごはん

きなこおはぎ,
牛乳

かぼちゃ(冷),たまね 水,コンソメ,塩,こしょ
ぎ,キャベツ,にんじ う,ケチャップ,こいくち
ん,カットトマト
しょうゆ,だし汁,ココ
ア
豚肉,青のり,焼き竹 中華めん,油,砂糖,ミ にんじん,キャベツ,た やきそばソース,塩,こ
輪,昆布,ひじき,油あ ニゼリー,米
まねぎ,もやし,大根 しょう,みりん,こいくち
しょうゆ,だし汁,水
げ,ツナ缶牛乳
たまねぎ,トマト,なす,にんじ
ん,オクラ,ブロッコリー,コー
ン缶,コーンクリーム

カレールウ,コンソメ,
塩,こしょう,水,酢

塩,こいくちしょうゆ,
みりん,水,だし汁

24(金) お菓子

塩せんべい,
牛乳

ツナ缶,ミートボール, 米,マーガリン,かたく ミックスべジタブル,
牛乳
り粉,ミニゼリー,塩せ たまねぎ,大根,にん
んべい
じん

27(月)

ミックスゼ
リー,牛乳

鶏ひき肉,青のり,牛
乳

パン粉,いりごま,マヨ
ネーズ,フライドポテト
(冷),油,米,オレンジゼ
リー

たまねぎ,青ねぎ,しょ あわせみそ,みりん,
うが,ブロッコリー
塩,水

イタリア料理：スパゲッティボロ
じゃこトース
ネーゼ,ブロッコリーの胡麻ドレ和 ト,牛乳
え,ミニゼリー

豚ひき肉,牛ひき肉,
ピザ用チーズ,しらす
干し,青のり,牛乳

スパゲティ,マーガリン,砂
糖,オリーブ油,すりごま,ご
ま油,ミニゼリー,食パン,マヨ
ネーズ

たまねぎ,にんじん,
カットトマト,ブロッコ
リー

スペイン風オムレツ,なすのト 鮭わかめご
マト煮,ロールパン
はん,牛乳

砂糖,オリーブ油,ロー
卵,ツナ缶,ピザ用
チーズ,牛乳,鶏ひき ルパン,米,いりごま
肉,炊き込みわかめ,
サケフレーク
ツナ缶,牛乳
じゃがいも,砂糖,マー
ガリン,油,米

28(火)

牛乳

29(水) お菓子

30(木)

牛乳

洋風ツナじゃが,ほうれん草 バナナ,牛乳
とコーンのソテー,ごはん

月平均栄養価（３歳以上児）
（３歳未満児）

エネルギー 557kcal
エネルギー 466kcal

たまご：弁
当

こいくちしょうゆ,あわせみ
そ,酒,コンソメ,水,酢,ベ－キ
ングパウダ－,うすくちしょう
ゆ

アイスボック
スクッキー,牛
乳
ソース焼きそば,大根とちくわ ひじき混ぜご
お菓子 の煮物,ミニゼリー
飯,牛乳

14(火)

魚：弁当

たんぱく質 18.5g
たんぱく質 14.9g

魚：弁当

コンソメ,塩,こしょう,
水

赤みそ,あわせみそ,
塩,こしょう,酒,こいく
ちしょうゆ,酢

にんじん,たまねぎ,ブ コンソメ,塩,酒
ロッコリー,なす,しめ
じ,カットトマト
にんじん,たまねぎ,さ こいくちしょうゆ,コン
やいんげん,ほうれ ソメ,水,塩,こしょう
んそう,コーン缶,バナ
ナ

脂質 15.7g
脂質 13.6g

※献立は仕入れ状況により、変更になることがあります。
※離乳食(1歳6ヵ月まで)：ご家庭で食べたことのある食品をもとに提供しています。初めて食べた食品は連絡帳にてお知らせください。
※幼児食：献立表の食材を参考に初めて食べる食品は、ご家庭で一度食べていただけるとより安全に提供できますのでご協力お願いいたします。

たまご：弁
当

2021年度 9月

離 乳 食 献 立 表
離

1

食

<ほうれん草の煮びたし> ほうれんそう 18ｇ にんじん 5.6ｇ 砂糖 しょうゆ（こいくち）だし汁
<ごはん>75～90 ｇ <粥>75～90 ｇ
<牛丼> 米 39ｇ 牛肉 25ｇ たまねぎ 28ｇ にんじん 11ｇ しょうゆ（こいくち） 砂糖 だし汁 《粥の方はかゆ》
<味噌汁> 木綿豆腐 21ｇ カットわかめ 0.14ｇ みそ だし汁
<ミニゼリー> 1こ
<野菜とツナのピラフ> 米35ｇ ミックスべジタブル 14ｇ たまねぎ 21ｇ ツナ缶 11ｇ コンソメ しょうゆ（こいくち）《粥の方はかゆ》
〈豆腐と大根の煮物> 木綿豆腐 21ｇ 大根 2.1ｇ にんじん 11ｇ 砂糖 しょうゆ（こいくち）だし汁
<ミニゼリー> 1こ
<厚揚げの煮物> 厚揚げ 28ｇ 鶏ひき肉 11ｇ たまねぎ 21ｇ にんじん 7ｇ コンソメ しょうゆ（こいくち）だし汁 かたくり粉 0.7ｇ
<粉ふき芋> じゃがいも 30ｇ 塩
<ごはん>75～90 ｇ <粥>75～90 ｇ
<煮魚> 鮭 40ｇ 砂糖 しょうゆ（こいくち） だし汁
<冬瓜そぼろ煮> とうがん 25ｇブロッコリー 14ｇ鶏ひき肉 7ｇ 砂糖 しょうゆ（うすくち） だし汁 かたくり粉 1.4ｇ
<ごはん>75～90 ｇ <粥>75～90 ｇ

2

木

3

金

6

月

7

火

8

水 メ 鶏卵 11ｇ

9

乳

水 <なすと豚肉のみそ煮> なす 28ｇ たまねぎ 14ｇ ピーマン 3.5ｇ にんじん 4.9ｇ 豚肉11ｇ 砂糖 しょうゆ（こいくち） みそ だし汁

<タコライス風> 米 35ｇ 豚ひき肉 28ｇ たまねぎ 21ｇ ピーマン 5.6ｇ にんじん 8.4ｇ キャベツ 14ｇ トマト缶 10ｇ 砂糖 しょうゆ（こいくち） コンソ

木

10 金

13 月

14 火

15 水

<ミニトマト> ミニトマト 14ｇ
<わかめスープ> カットわかめ 0.07ｇ 絹ごし豆腐 14ｇ コンソメ
<ヨーグルト> 0.5こ
<豆腐の煮物> 木綿豆腐28ｇ 砂糖 しょうゆ（こいくち） だし汁 かたくり粉 2ｇ
<さつま汁> 豚肉13ｇ さつまいも 21ｇ ほうれんそう 8.4ｇ にんじん 8.4ｇ 大根 21ｇ みそ だし汁
<ごはん>75～90 ｇ <粥>75～90 ｇ
<親子丼> 鶏もも14ｇ たまねぎ 21ｇ にんじん 5.6ｇ 砂糖 しょうゆ（こいくち） だし汁 鶏卵 18ｇ 青のり 0.01ｇ 米39ｇ
<味噌汁> おつゆふ 0.7ｇ あおさ 0.18ｇ みそ だし汁
<なし> なし 28ｇ
<麻婆豆腐> 木綿豆腐 60ｇ 豚ひき肉 20ｇ たまねぎ 20ｇ しょうゆ（こいくち） みそ 砂糖 コンソメ かたくり粉 1ｇ
<じゃが芋の煮物> じゃがいも 20ｇ たまねぎ 20ｇ にんじん 7ｇ 砂糖 しょうゆ（こいくち） だし汁
<ごはん>75～90 ｇ <粥>75～90 ｇ
<かぼちゃそぼろ煮> かぼちゃ 35ｇ 鶏ひき肉 5ｇ 砂糖 しょうゆ（こいくち） だし汁
<ミネストローネ> たまねぎ 30ｇ キャベツ 20ｇ にんじん 10ｇ じゃがいも 25ｇ カットトマト 18ｇ コンソメ 砂糖 塩
<食パン> 食パン(8枚切) 0.8枚 <パン粥> 食パン(8枚切) 0.8枚 粉ミルク
<やきそば> 中華めん(蒸し) 75ｇ 豚肉 15ｇ にんじん 10ｇ キャベツ 50ｇ たまねぎ 20ｇ もやし 10ｇ しょうゆ（こいくち） 青のり 0.02ｇ
<大根の煮物> 大根 50ｇ 砂糖 しょうゆ（こいくち） だし汁
<ミニゼリー> 1こ

16 木 <トマト煮> 豚ひき肉 20ｇ じゃがいも 30ｇ たまねぎ 30ｇ トマト 12ｇ なす 10ｇ にんじん 10ｇ カットトマト 8.4ｇ 砂糖 コンソメ しょうゆ（こいくち）

17 金

21 火

22 水

24 金

27 月

28 火

29 水

30 木

<ブロッコリーミルク煮> ブロッコリー 21ｇ コーン缶 4.9ｇ 粉ミルク 塩
<ミニゼリー> 1こ
<鶏肉の煮物> 鶏もも28ｇ たまねぎ 20ｇ 砂糖 しょうゆ（こいくち） だし汁 かたくり粉 2ｇ
<ミニトマト> ミニトマト 14ｇ
<マカロニミルク煮> マカロニ 8ｇ きゅうり 8ｇ にんじん 8ｇ 粉ミルク 塩
<ごはん>75～90 ｇ <粥>75～90 ｇ
<豆腐野菜あんかけ> 木綿豆腐 40ｇ 砂糖 しょうゆ（こいくち） かたくり粉 1.1ｇ えのきたけ 5ｇ たまねぎ 10ｇ にんじん 5ｇ
<かぼちゃの煮物> かぼちゃ 35ｇ 砂糖 しょうゆ（こいくち）だし汁
<ごはん>75～90 ｇ <粥>75～90 ｇ
<白身魚のみぞれ煮> かれい 40ｇ 大根 40ｇ 砂糖 しょうゆ（こいくち） だし汁
<ブロッコリー> ブロッコリー 14ｇ 塩
<ひじきとじゃがいもの煮物> ツナ缶 20ｇ にんじん 8ｇ たまねぎ 15ｇ じゃがいも 15ｇ しょうゆ（こいくち） かたくり粉 2ｇ
<ごはん>75～90 ｇ <粥>75～90 ｇ
非常食<キューピーレトルト離乳食> １箱
<オレンジジュース> 30ｍｌ
<バナナ> 1/3こ
<松風焼> 鶏ひき肉 25ｇ たまねぎ 21ｇ 青ねぎ 3.5ｇ パン粉 2.1ｇ みそ 青のり0.07ｇ
<ミニトマト> ミニトマト 14ｇ
<粉ふき芋> じゃがいも 30ｇ 塩
<ごはん>75～90 ｇ <粥>75～90 ｇ
<スパゲッティボロネーゼ> スパゲティ 28ｇ 合いびき肉 21ｇ たまねぎ 21ｇ にんじん 5.6ｇ カットトマト 14ｇ みそ 砂糖 塩 粉ミルク
<ブロッコリーの煮びたし> ブロッコリー 19ｇ 砂糖 しょうゆ（こいくち）だし汁
<ミニゼリー> 1こ
<スペイン風オムレツ> 鶏卵 21ｇ ツナ缶 11ｇ にんじん 5.6ｇ たまねぎ 11ｇ ブロッコリー 11ｇ 牛乳 5.6ｇ コンソメ
<なすのトマト煮> なす 14ｇ たまねぎ 11ｇ しめじ7ｇ 鶏ひき肉 4.9ｇ カットトマト13ｇ 塩 砂糖 しょうゆ（こいくち）
<ロールパン> ロールパン0.8切 <パン粥> ロールパン0.8切 粉ミルク
<洋風ツナじゃが> じゃがいも 60ｇ にんじん 20ｇ たまねぎ 45ｇ ツナ缶 20ｇ さやいんげん 5ｇ 砂糖 しょうゆ（こいくち）コンソメ
<ほうれん草とコーンのだし煮> ほうれんそう 21ｇ コーン缶7ｇ 油 1.4ｇ しょうゆ（こいくち）砂糖 だし汁
<ごはん>75～90 ｇ <粥>75～90 ｇ

