
アルファ―化米 リッツ、バナナ

即席漬け

豚汁 牛乳

スパゲッティミートソース 芋けんぴ

レモンドレッシングサラダ

野菜スープ、オレンジ 牛乳

ご飯、大根と豚肉の甘辛煮 りんご蒸しパン

納豆和え、かきたま汁

バナナ 牛乳

丸パン（メープル）、チキンの照り焼き 五平餅

フレンチサラダ、青菜スープ

オレンジ 牛乳

焼肉丼、小松菜と人参の胡麻和え レーズンパン

味噌汁、バナナ

牛乳

ご飯、豚しゃぶ スイートポテト

ワンタンスープ、オレンジ

牛乳

ラーメン、くす玉蒸し おかかごはん

中華風きゅうり、りんご

牛乳

ご飯、みそいり鶏 チーズクッキー

じゃこ和え、すまし汁

梨 牛乳

丸パン、白身魚のフライ ひじきごはん

コールスローサラダ

ミネストローネスープ、オレンジ 牛乳

チキンカレー そうめん

マセドアンサラダ

オニオンスープ、バナナ 牛乳

きのこスパゲッティ ワッフル

コーンサラダ、野菜スープ

カップヨーグルト 牛乳

けんちんうどん あんパン

がんもどきの含め煮

いんげんの胡麻和え、バナナ 牛乳

栗ご飯、鮭の照り焼き 15日：青のりトースト

青菜の煮浸し、すまし汁 29日：ソーセージの一口揚げ

15日：オレンジ、29日：巨峰 牛乳

麦ごはん、鶏唐揚げ クラッカー

磯和え、味噌汁、りんご （いちごジャム添え）

牛乳

✿献立（食材）は、保育園の行事・その他の都合により変更になることがありますので、ご了承下さい。

四つ木なかよし保育園

あか みどり　
摂取量 たんぱく質 脂質 塩分

血や肉の骨になるもの 体のようすをよくするもの
日にち 曜日 午前おやつ 昼　        食 午後おやつ

きいろ
熱や力になるもの

キャベツ、きゅうり、にんじん

414kcal1 火 10.4ｇ 8.2ｇ 1.2ｇだいこん、はくさい、ごぼう

牛乳

せんべい アルファー化米、サラダ油 豚肉、みそ

ねぎ、バナナ

2 水

ビスケット スパゲッティ、サラダ油、小麦粉 豚肉、チーズ、牛乳 たまねぎ、にんじん、トマト

レモン、こまつな、とうもろこし

578ｋｃａｌ 19.0ｇ 17.6ｇ 1.5ｇ砂糖、さつまいも パセリ、キャベツ、もやし、オレンジ

牛乳

25.5ｇ 24.6ｇ 2.0ｇホットケーキミックス、バター もやし、にんじん、葉ねぎ、バナナ

牛乳

ビスケット 米、サラダ油、砂糖、片栗粉 豚肉、納豆、たまご、牛乳

りんご

3 17 木

514ｋｃａｌ 20.2ｇ 19.1ｇ 2.5ｇサラダ油、砂糖、米、ごま とうもろこし、こまつな、しめじ

牛乳

4 18 金

せんべい 丸パン、メープルシロップ 鶏肉、ベーコン、牛乳、みそ キャベツ、きゅうり、にんじん

オレンジ

だいこん、さやいんげん、ほうれそう

702ｋｃａｌ

21.5ｇ 11.5ｇ 2.1ｇごま、レーズンパン キャベツ、バナナ

牛乳

ビスケット 米、サラダ油、砂糖、片栗粉 豚肉、みそ、牛乳

5 19 土

518ｋｃａｌ 19.3ｇ 13.7ｇ 1.3ｇシュウマイの皮、さつまいも りんご、だいこん、にんじん

牛乳 バター、ごま

7 月

ビスケット 米、砂糖、ごま油、片栗粉 豚肉、鶏肉、牛乳、たまご キャベツ、きゅうり、ミニトマト

たまねぎ、もやし、ねぎ、オレンジ

たまねぎ、にんじん、こまつな

524ｋｃａｌ

23.4ｇ 15.9ｇ 2.6ｇもち米、砂糖、米、ごま にら、たまねぎ、きゅうり、りんご

牛乳

せんべい 中華麺、ごま油、片栗粉 豚肉、豆腐、牛乳、かつお節

8 火

543ｋｃａｌ 19.3ｇ 14.7ｇ 2.1ｇバター 牛乳、たまご、チーズ だいこん、もやし、こまつな

牛乳

9 23 水

ビスケット 米、サラダ油、砂糖、小麦粉 鶏肉、みそ、豆腐、なると ごぼう、にんじん、れんこん

葉ねぎ、梨

もやし、にんじん、とうもろこし

556ｋｃａｌ

21.8ｇ 21.3ｇ 2.6ｇサラダ油、マヨネーズ、マカロニ ひじき、油揚げ たまねぎ、にんじん、トマト

牛乳

ビスケット 丸パン、小麦粉、パン粉 たら、ウインナー、牛乳

米、押麦、砂糖 オレンジ

10 24 木

602kcal 20.7ｇ 15.9ｇ 3.1ｇじゃがいも、砂糖、そうめん わかめ、なると とうもろこし、パセリ、バナナ

牛乳

11 25 金

せんべい 米、サラダ油、バター、小麦粉 鶏肉、大豆、牛乳 たまねぎ、にんじん、きゅうり

キャベツ、きゅうり、とうもろこし

574ｋｃａｌ

16.8ｇ 13.3ｇ 1.9ｇ砂糖、ワッフル 牛乳 とうもろこし、キャベツ、きゅうり

牛乳

ビスケット スパゲッティ、サラダ油、バター ベーコン、のり、ヨーグルト

にんじん、もやし

12 26 土

446ｋｃａｌ 19.6ｇ 12.6ｇ 2.8ｇ牛乳 さやいんげん、バナナ

牛乳

14 28 月

ビスケット うどん、砂糖、ごま、あんパン 焼き竹輪、豚肉、がんもどき だいこん、にんじん、こまつな

たまねぎ、えのきたけ、しめじ

442ｋｃａｌ

こまつな、にんじん、オレンジ
15日：466ｋｃａｌ
29日：554ｋｃａｌ

15日：22.5ｇ
29日：26.6ｇ

15日：13.7ｇ
29日：17.7ｇ

15日：2.2ｇ
29日：2.8ｇ

麩、食パン、バター 牛乳、青のり

牛乳

せんべい 米、栗、ごま、砂糖 鮭、油揚げ、わかめ

15 29 火

✿9月1日は、防災の日給食でアルファ―化米を提供します。　　　✿お誕生日会は9月29日(火)です♪

✿季節の食材を取り入れています。今月は、れんこん ・ さやいんげん ・ 栗 ・ さつまいも ・ しめじ ・ 鮭 ・ 梨 ・ りんご ・ 巨峰などです。

547ｋｃａｌ 20.3ｇ 16.8ｇ 1.7ｇクラッカー たまねぎ、キャベツ、りんご

牛乳

16 30 水

ビスケット 米、押麦、小麦粉、サラダ油 鶏肉、焼きのり、みそ、牛乳 こまつな、もやし、にんじん

いちごジャム


