
9月 献    　  立      　表

材         料        名 エネルギー
時間帯 献立 黄 赤 緑 たんぱく質

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 塩

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳 460
御飯 米 20.1
みそ汁（チンゲン菜・わかめ） 米みそ（淡色辛みそ） チンゲンサイ、たまねぎ、カットわかめ 1.2
豆腐の五目焼き さつまいも、片栗粉 木綿豆腐、鶏ひき肉 にんじん、ひじき、しょうが
いんげんのごまマヨネーズあえ マヨネーズ ごま いんげん、にんじん
ジョア
きな粉トースト 食パン、砂糖、小麦粉 牛乳、きな粉、バター

午前おやつ せんべい 475
御飯 米 18.6
おくらのスープ（豆腐） はるさめ 木綿豆腐 ねぎ、にんじん、オクラ 1.4
鶏肉の酢豚風 じゃがいも、片栗粉、油、砂糖 鶏むね肉 たまねぎ、たけのこ（水煮缶）、にんじん、赤ピーマン、しょうが

きゅうりの昆布あえ きゅうり、塩こんぶ
ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
丸パン コッペパン

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
みそ炒め丼 米、油、片栗粉、砂糖 豚肉(肩ロース)、米みそ（赤色辛みそ） キャベツ、ピーマン、ねぎ、赤ピーマン、にんにく、しょうが

りんご りんご
野菜ジュース 気になる野菜
しょうゆせんべい

午前おやつ 野菜フルーツジュース 気になる野菜 398
御飯 米 18.7
みそ汁 木綿豆腐、米みそ（淡色辛みそ）、油揚げ こまつな 1.4
かじきの煮つけ 砂糖 かじき しょうが
もやしのごま酢あえ 砂糖 ハム、ごま もやし、にんじん
野菜ジュース 気になる野菜
しおせんべい

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳 488
丸パン コッペパン 18.4
大豆のチリコンカン じゃがいも、油、砂糖 豚ひき肉、だいず水煮缶詰 たまねぎ、トマトジュース缶、にんじん、にんにく 1.8
さつまいもサラダ さつまいも、マヨネーズ チーズ りんご、きゅうり
ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
昆布おにぎり 米 塩こんぶ

午前おやつ ヨーグルト ヨーグルト(加糖) 432
御飯 米 15.8
豆腐みそ汁（もやし・えのき） 木綿豆腐、米みそ（淡色辛みそ）、油揚げ もやし、えのきたけ 1.2
肉じゃが（豚肉） じゃがいも、油、砂糖 豚肉(肩ロース) たまねぎ、にんじん
小松菜のしらすサラダ（キャベツ） 油 しらす干し こまつな、キャベツ
ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
ビスケット

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳 444
キッズビビンバ（ごま） 米、押麦、油、ごま油、砂糖 鶏ひき肉、豚ひき肉、ごま もやし、ほうれんそう、にんじん、ねぎ、にんにく、しょうが 18
コーンスープ（とうがん） 油 クリームコーン缶、とうがん、コーン缶 1.1
ヨーグルト ヨーグルト(加糖)
牛乳 牛乳
黒糖ケーキ 小麦粉、黒砂糖、油 豆乳 りんご、干しぶどう

午前おやつ せんべい 473
ご飯 米 18.9
鶏肉のごま酢焼き 片栗粉、油、砂糖 鶏むね肉（皮付き）、ごま 1.6
おかかマヨネーズ和え マヨネーズ かつお節 キャベツ、ブロッコリー、にんじん、きゅうり

牛久野菜のみそ汁 さつまいも 白みそ、油揚げ、かつお節 だいこん、こまつな、ねぎ
牛乳 牛乳
ぶどうぱん ぶどうパン

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
ビーフン五目（えび） ビーフン、油、ごま油 豚肉(肩ロース)、干しえび たまねぎ、にんじん、にら、干ししいたけ

オレンジ オレンジ
野菜ジュース 気になる野菜
しょうゆせんべい

午前おやつ 野菜フルーツジュース 気になる野菜 407
ご飯 米 16
わかめスープ（キャベツ） たまねぎ、キャベツ、コーン缶、カットわかめ 1.2
マーボーなす 油、片栗粉、砂糖、ごま油 木綿豆腐、豚ひき肉、米みそ（淡色辛みそ） なす、ねぎ、にんじん、にんにく、しょうが

フルーツカクテル（キウイ・もも） もも缶、キウイフルーツ、みかん缶

ジョア
リンゴジャムサンド 食パン りんご

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳 492
丸パン コッペパン 23.7
じゃがたまスープ じゃがいも 卵、ハム にんじん、にら 2.8
鶏のから揚げレモン味 油、片栗粉、砂糖 鶏もも肉 レモン果汁
ツナサラダ マヨネーズ ツナ油漬缶 だいこん、にんじん、コーン缶

牛乳130 牛乳
油揚げと野菜の混ぜご飯 米、砂糖 油揚げ もやし、にんじん、きざみのり

午前おやつ ヨーグルト ヨーグルト(加糖) 539
ドライカレーライス 米、押麦、油、米粉 豚ひき肉 たまねぎ、にんじん、ピーマン、干しぶどう、にんにく、しょうが 14.8
トマトサラダ マヨネーズ ブロッコリー、トマト、きゅうり 1.1
ゼリー
野菜ジュース 気になる野菜
しおせんべい

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳 413
御飯 米 20.7
ささみのヨーグルト焼き 砂糖、片栗粉 鶏ささ身、ヨーグルト(無糖) 1.5
豚汁 ごま油 豚肉(肩ロース)、米みそ（淡色辛みそ） だいこん、にんじん、ねぎ、ごぼう

きゅうりの酢の物（みかん） 砂糖 きゅうり、みかん缶、カットわかめ

ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
オレンジケーキ 砂糖 ヨーグルト(無糖)、バター、卵 マーマレード・低糖度

午前おやつ せんべい 404
ごはん 米 22.3
鮭のきのこソースかけ 片栗粉、油 さけ たまねぎ、まいたけ、しめじ 1.5
五目きんぴらごぼう しらたき、砂糖、ごま油 さつま揚げ、鶏もも肉、ごま にんじん、ごぼう
卵スープ 片栗粉 卵、鶏もも肉 ピーマン、刻みこんぶ
ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
あんぱん フランスパン ゆであずき缶

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
てりやき野菜丼 米、油、片栗粉 鶏もも肉 もやし、たまねぎ、キャベツ、にんじん

キウイフルーツ キウイフルーツ
野菜ジュース 気になる野菜
しょうゆせんべい
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材         料        名 エネルギー
時間帯 献立 黄 赤 緑 たんぱく質

熱と力になるもの 血や肉や骨になるもの 体の調子を整えるもの 塩

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳 511
丸パン コッペパン 23.7
野菜のスープ煮 じゃがいも ウインナー だいこん、にんじん 1.9
魚のピカタ 小麦粉、マヨネーズ かじき、卵、ヨーグルト(無糖)

キャベツとトマトのサラダ 油、砂糖 キャベツ、トマト、コーン缶

牛乳 牛乳
おにぎり（しらす・ねぎ） 米、ごま油 しらす干し、かつお節 ねぎ

午前おやつ ヨーグルト ヨーグルト(加糖) 448
御飯 米 17.1
じゃがいものスープ じゃがいも チンゲンサイ、えのきたけ 1.2
厚揚げのケチャップ煮 油、片栗粉 生揚げ、豚肉(肩ロース) たまねぎ、にんじん、コーン缶

キャベツのパインサラダ（わかめ） キャベツ、パイン缶、カットわかめ

ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
ビスケット

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
煮込みうどん ゆでうどん 鶏もも肉、油揚げ にんじん、ねぎ 463
小松菜と竹輪のごま和え 砂糖 ちくわ、ごま こまつな 19.9
りんごジュース りんご果汁３０％飲料 2.2
牛乳 牛乳
フルーツケーキ 小麦粉、ホットケーキ粉、砂糖 卵、バター パイン缶、干しぶどう

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
野菜そぼろ丼(納豆） 米、油、米粉、ごま油 豚ひき肉、挽きわり納豆 たまねぎ、こまつな、キャベツ、にんじん、コーン缶

りんご りんご
野菜ジュース 気になる野菜
しょうゆせんべい

午前おやつ 野菜フルーツジュース 気になる野菜 394
わかめ御飯 米 15
豚汁（夏・トマト） 油 豚肉(肩ロース)、米みそ（淡色辛みそ） トマト、たまねぎ、キャベツ、ピーマン、ごぼう 1.5
凍り豆腐のから揚げ 片栗粉、油 凍り豆腐 にんにく
おひたし かつお節 こまつな、もやし、にんじん

ジョア
人参衣焼き 小麦粉、油 卵 にんじん

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳 474
ハンバーグ パン粉、油 豚ひき肉、牛乳、卵 たまねぎ 22.8
白いんげんまめのスープ 油 いんげんまめ（ゆで）、豆乳 たまねぎ 2.2
ゆで野菜（ブロッコリー） マヨネーズ ブロッコリー
グレープフルーツ グレープフルーツ
焼きそば 焼きそばめん、油 豚肉(ばら) キャベツ、もやし、あおのり

ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
午前おやつ ヨーグルト ヨーグルト(加糖) 456

てりやき野菜丼 米、油、片栗粉、砂糖 鶏もも肉（皮付き） キャベツ、もやし、たまねぎ、にんじん、きざみのり 20.5
豆腐みそ汁（しめじ） 木綿豆腐、米みそ（淡色辛みそ）、油揚げ しめじ、ねぎ、カットわかめ 1.8
プリン
牛乳 牛乳
カレーパン

午前おやつ ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳 472
御飯 米 17.1
押し麦のスープ（キャベツ） 押麦 キャベツ、えのきたけ、にんじん 0.9
ミートローフ（コーン） 片栗粉、油 豚ひき肉、鶏ひき肉、牛ひき肉 たまねぎ、コーン缶、にんにく

さっぱりポテトサラダ じゃがいも、油、砂糖 おから きゅうり、にんじん
牛乳 牛乳
大学芋 さつまいも、砂糖、油 ごま

午前おやつ せんべい 462
ご飯 米 20.8
チキン南蛮 片栗粉、マヨネーズ、砂糖 鶏むね肉 1.3
切り干し大根のサラダ キャベツ、きゅうり、切り干しだいこん、にんじん

だご汁 板こんにゃく、白玉粉、小麦粉 白みそ、油揚げ、かつお節 だいこん、ねぎ、にんじん、ごぼう、しいたけ

ぎゅうにゅう グリコ幼児牛乳
ケーキ（いちご）

おなかの調子を整えて元気に過ごそう

★食物繊維の働き ★食物繊維を多く含む食品とは

☑　和食をあまり食べない。海藻などを食べる機会が少ない。
☑　単品メニューが多い。摂取する食材が偏る。
☑　野菜が苦手であまり食べることができない。
☑　水分をあまりとらない。
☑　お菓子やジュースなどカロリーが高いわりに便にならないものを多く食べている。

★便秘になりやすい食生活チェック

9月 食育だより

奥野さくらふれあい保育園（未満児）
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　近年、子どもの３人に１人が便秘状態、便秘予備軍といわれています。
便秘の子どもは便をするときに痛い思いをしたり、苦しむことがあり、周囲の大人も心配になります。
「毎日快便」のためには、規則正しい生活、バランスがとれた食事、適度な運動が大切です。

　野菜は加熱することでかさが減り、量をとることができます。
そして「だし汁」をベースにすることで、野菜のえぐ味、きのこ特有の香り、海藻の臭みを和らげることができます。
冷蔵庫に残っている食材を組み合わせ、時には「わかめ」などの海藻を加えて、食物繊維を無理なくとりましょう。

★具だくさん汁で食物繊維補給
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