
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

牛乳 御飯 牛乳 牛乳

せんべい おにぎり（おかかチーズ） せんべい

小魚

すまし汁（麩）

牛乳 雑穀入りごはん 牛乳 牛乳

せんべい 肉豆腐 せんべい

みそ汁（キャベツ）

牛乳 みそ炒め丼 牛乳 牛乳

せんべい おにぎり（しらす・わかめ） せんべい

牛乳 牛乳 牛乳

せんべい 油揚げと野菜の混ぜご飯 せんべい

牛乳 御飯 牛乳 牛乳

せんべい 蒸しパン（さつまいも） せんべい

みそ汁（豆腐）

牛乳 ロールパン 牛乳 牛乳

せんべい ミートローフ フルーツ入りミルク寒天 せんべい

クッキー

牛乳 御飯 牛乳 牛乳

せんべい ちゃんぽん麺 せんべい

牛乳 御飯 牛乳 牛乳

せんべい お野菜おやき せんべい

牛乳 御飯 牛乳 牛乳

せんべい チーズ入りパンケーキ せんべい

牛乳 ハリハリわかめ御飯 牛乳 牛乳

せんべい 鶏のから揚げ ミートスパゲティー せんべい

小松菜の煮浸し

牛乳 御飯 牛乳 牛乳

せんべい 魚のかば焼き ビビンバ せんべい

きんぴらごぼう

みそ汁（たまねぎ）

牛乳 御飯 牛乳 牛乳

せんべい せんべい

わかめスープ

牛乳 御飯 牛乳 牛乳

せんべい フルーツ せんべい

小魚

すまし汁（麩）

牛乳 雑穀入りごはん 牛乳 牛乳

せんべい 肉豆腐 せんべい

おくらとキャベツの和え物

小松菜のしらすサラダ

みそ汁（キャベツ）

凍り豆腐のきな粉
トースト

じゃがいものみたらし
団子

キャベツと豚肉のホイコーロー風

ほうれんそうのツナサラダ

すまし汁（ほうれん草）

豆腐の五目焼き（醤油あん）

いんげんのツナごま和え

みそ汁（かぼちゃ）

じゃがいものみたらし
団子

みそ汁（じゃがいも）

みそ汁（えのきたけ）

白身魚のやさいあんかけ

ひじきとさつま芋の煮物

トマトと押し麦のスープ

コーンスープ（ねぎ）

にんじんのじゃこあえ

鶏肉の野菜みそ炒め

きゅうりともやしのあえ物

豚肉と野菜のトマト煮

人参と切り昆布のごまおかか炒め

※ 食材は仕入れの状況によって変更になる場合があります。
※まだ食べたことのない食材がありましたら、園にご連絡ください。その後ご家庭で試してみてください。

献　　　立　　　表
2022年09月
fujimuraナーサリー(一般)

午前おやつ

白身魚のやさいあんかけ

ひじきとさつま芋の煮物

きゅうりともやしのあえ物

日 曜 昼食献立名 午後おやつ
材料（昼食と午後おやつ）

夕方おやつ

金

じゃがいも、米、片栗
粉、雑穀、砂糖

スティックチーズ

ドライカレーライス

魚とごぼうの煮つけ

1 木

米、さつまいも、油、
片栗粉、ごま、砂糖、
焼ふ

土

米、油、片栗粉、砂糖

牛乳、かれい、とろけ
るチーズ、いわし、油
揚げ、かつお節

たまねぎ、にんじん、
ピーマン、干ししいた
け、ひじき、切り干し
だいこん、しょうが

きゅうりのおかかあえ

すまし汁（切干大根）

ブロッコリーとにんじんのソテー

2

日

牛乳、木綿豆腐、豚肉
(肩ロース)

たまねぎ、もやし、
きゅうり、キャベツ、
いんげん、にんじん、
えのきたけ、ねぎ

3

月

米、押麦、米粉、油、
砂糖

牛乳、豚肉(肩ロー
ス)、しらす干し、米み
そ（淡色辛みそ）、米
みそ（赤色辛みそ）、
かつお節

キャベツ、きゅうり、
にんじん、ピーマン、
ねぎ、切り干しだいこ
ん、カットわかめ

4

火

米、小麦粉、さつまい
も、砂糖、油

5

水

ロールパン、砂糖、押
麦、油

牛乳、豚ひき肉、油揚
げ、バター、チーズ

ホールトマト缶詰、クリーム
コーン缶、にんじん、ブロッ
コリー、なす、たまねぎ、も
やし、ねぎ、ピーマン、コー
ン缶、焼きのり

6

木

米、ゆで中華めん、
じゃがいも、油、砂
糖、ごま油

牛乳、さわら、豆乳、
木綿豆腐、米みそ（淡
色辛みそ）、油揚げ

キャベツ、たまねぎ、
ごぼう、オクラ、しょ
うが

7

金

米、じゃがいも、さつ
まいも、小麦粉、片栗
粉、油、ごま

牛乳、木綿豆腐、豚ひ
き肉、牛ひき肉、しら
す干し

たまねぎ、こまつな、ブロッ
コリー、キャベツ、みかん
缶、ホールトマト缶詰、コー
ン缶、えのきたけ、粉かんて
ん

8

土

米、小麦粉、じゃがい
も、砂糖、油、ごま
油、ごま

牛乳、鶏もも肉、豚肉
(もも)、しらす干し、
米みそ（淡色辛みそ）

にんじん、もやし、なす、チ
ンゲンサイ、赤ピーマン、ほ
うれんそう、たまねぎ、しい
たけ、ねぎ、さやえんどう、
しょうが

9

日

牛乳、木綿豆腐、鶏ひ
き肉、ツナ水煮缶、米
みそ（淡色辛みそ）、
油揚げ

いんげん、かぼちゃ、
にんじん、たまねぎ、
ほうれんそう、切り干
しだいこん、ひじき、
しょうが

10

月

米、スパゲティ、砂
糖、油、片栗粉、米粉

牛乳、豚肉(もも)、
チーズ、脱脂粉乳、米
みそ（淡色辛みそ）、
かつお節

にんじん、トマト、た
まねぎ、ピーマン、
カットわかめ、刻みこ
んぶ

11

火

米、油、片栗粉、ごま
油、砂糖、ごま

12

水

米、砂糖、油、米粉

牛乳、鶏もも肉、油揚
げ、米みそ（淡色辛み
そ）、豚ひき

こまつな、たまねぎ、えのき
たけ、にんじん、切り干しだ
いこん、しょうが、カットわ
かめ、トマト缶詰

13

木

米、さつまいも、油、
片栗粉、ごま、砂糖、
焼ふ

牛乳、いわし、鶏ひき
肉、油揚げ、米みそ
（淡色辛みそ）

にんじん、もやし、ほ
うれんそう、たまね
ぎ、ごぼう、こまつ
な、いんげん、しょう
が

14

金

じゃがいも、米、片栗
粉、雑穀、砂糖

牛乳、豚肉(肩ロー
ス)、豆乳、凍り豆腐、
ツナ水煮缶、米みそ
（淡色辛みそ）、きな
粉

ほうれんそう、キャベ
ツ、にんじん、もや
し、ねぎ、コーン缶、
カットわかめ

15

牛乳、かれい、いわ
し、油揚げ

なし、たまねぎ、にん
じん、ピーマン、干し
しいたけ、ひじき、切
り干しだいこん、しょ
うが

16

牛乳、木綿豆腐、豚肉
(肩ロース)

たまねぎ、もやし、
きゅうり、キャベツ、
いんげん、にんじん、
えのきたけ、ねぎ



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

牛乳 みそ炒め丼 牛乳 牛乳

せんべい おにぎり（しらす・わかめ） せんべい

牛乳 御飯 牛乳 牛乳

せんべい 蒸しパン（さつまいも） せんべい

みそ汁（豆腐）

牛乳 ロールパン 牛乳 牛乳

せんべい ミートローフ フルーツ入りミルク寒天 せんべい

クッキー

牛乳 御飯 牛乳 牛乳

せんべい おはぎ（黒ごま） せんべい

牛乳 御飯 牛乳 牛乳

せんべい チーズ入りパンケーキ せんべい

牛乳 肉みそ納豆丼 牛乳 牛乳

せんべい マカロニきなこ せんべい

牛乳 御飯 牛乳 牛乳

せんべい キャロットゼリー せんべい

切干大根のサラダ 小魚

みそ汁（揚げ）

牛乳 御飯 牛乳 牛乳

せんべい せんべい

大豆汁

牛乳 御飯 牛乳 牛乳

せんべい おにぎり（おかかチーズ） せんべい

小魚

みそ汁（なす）

牛乳 御飯 牛乳 牛乳

せんべい マーボーなす チャーハン（ツナ） せんべい

もやしスープ

エ ネ ル ギ ー 468 ｋｃａｌ 鉄 1.7 ｍｇ

た ん ぱ く 質 20.5 ｇ カ ル シ ウ ム 314 ｍｇ

脂　　　質 16.3 ｇ ビ タ ミ ン C 23 ｍｇ

塩　　　分 1.5 ｇ 食 物 繊 維 3.8 ｇ

エ ネ ル ギ ー 532 ｋｃａｌ 鉄 2.2 ｍｇ

た ん ぱ く 質 23.1 ｇ カ ル シ ウ ム 287 ｍｇ

脂　　　質 16.8 ｇ ビ タ ミ ン C 30 ｍｇ

塩　　　分 1.7 ｇ 食 物 繊 維 5 ｇ

人参と切り昆布のごまおかか炒め

スティックチーズ

炒り豆腐（ひじき）

磯辺さつまいも（焼き）

高野豆腐と鶏ももの煮物

きなこヨーグルト（バ
ナナ）

みそ汁（じゃがいも）

魚のケチャップ煮

粉ふき芋（青のり）

みそ汁（かぼちゃ）

きゅうりとしらすの海苔和え

きゅうりのおかかあえ

すまし汁（切干大根）

にんじんのじゃこあえ

すまし汁（ほうれん草）

豚肉と野菜のトマト煮

１か月の平均栄養量
（幼児・おやつ含む）

魚とごぼうの煮つけ

※ 食材は仕入れの状況によって変更になる場合があります。
※まだ食べたことのない食材がありましたら、園にご連絡ください。その後ご家庭で試してみてください。

おくらとキャベツの和え物

小松菜のしらすサラダ

トマトと押し麦のスープ

鶏肉の野菜みそ炒め

10時おやつ

（乳児・おやつ含む）

10時おやつ

2022年09月
fujimuraナーサリー(一般)

17

日

18

曜 昼食献立名 3時おやつ
材料（昼食と午後おやつ）

19

土

米、油、片栗粉、砂糖 牛乳、豚肉(肩ロー
ス)、しらす干し、米み
そ（淡色辛みそ）、か
つお節

キャベツ、きゅうり、
にんじん、ピーマン、
ねぎ、切り干しだいこ
ん、カットわかめ

20

日

21

月

22

火

米、小麦粉、さつまい
も、砂糖、油

牛乳、さわら、豆乳、
木綿豆腐、米みそ（淡
色辛みそ）、油揚げ

キャベツ、たまねぎ、
ごぼう、オクラ、しょ
うが

23

水

ロールパン、砂糖、押
麦、油

牛乳、木綿豆腐、豚ひ
き肉、牛ひき肉、しら
す干し

たまねぎ、こまつな、ブロッ
コリー、キャベツ、みかん
缶、ホールトマト缶詰、コー
ン缶、えのきたけ、粉かんて
ん

24

木

米、じゃがいも、黒ご
ま、油、砂糖、ごま油

牛乳、鶏もも肉、しら
す干し、米みそ（淡色
辛みそ）

もやし、にんじん、な
す、赤ピーマン、ほう
れんそう、しいたけ、
ねぎ、さやえんどう、
しょうが

25

金

26

土

米、小麦粉、じゃがい
も、砂糖、油、ごま
油、ごま

牛乳、豚ひき肉、チー
ズ、脱脂粉乳、米みそ
（淡色辛みそ）、かつ
お節

にんじん、トマト、た
まねぎ、ピーマン、
カットわかめ、刻みこ
んぶ

27

日

28

月

米、じゃがいも、マカ
ロニ、油、砂糖

牛乳、豚ひき肉、米み
そ（淡色辛みそ）、
チーズ、ひきわり納
豆、きな粉

たまねぎ、かぼちゃ、
にんじん、ひじき、あ
おのり、しいたけ、ほ
うれん草

29

火

米、砂糖、油、片栗
粉、ごま

牛乳、かじき、米みそ
（淡色辛みそ）、しら
す干し、いわし、油揚
げ

にんじん、オレンジ濃
縮果汁、たまねぎ、
きゅうり、こまつな、
切り干しだいこん、レ
モン果汁、粉かんてん

30

水

米、さつまいも、砂
糖、米粉、油、片栗粉

牛乳、ヨーグルト(無
糖)、木綿豆腐、蒸し大
豆、鶏ひき肉、米みそ
（淡色辛みそ）、きな
粉

バナナ、ほうれんそ
う、にんじん、たまね
ぎ、ねぎ、さやえんど
う、ひじき、干ししい
たけ、あおのり

木

米、砂糖、ごま、片栗
粉、焼ふ

牛乳、鶏もも肉、とろ
けるチーズ、凍り豆
腐、しらす干し、米み
そ（淡色辛みそ）、い
わし、かつお節

なす、キャベツ、にん
じん、きゅうり、こま
つな、えのきたけ、干
ししいたけ、焼きのり

きゅうりとささみの中華サラダ（ごま）

１か月の平均栄養量

金

米、油、ごま油、ご
ま、片栗粉、砂糖、す
りごま

牛乳、豚ひき肉、鶏さ
さ身、ツナ水煮缶、米
みそ（淡色辛みそ）

なす、にんじん、ねぎ、きゅ
うり、キャベツ、もやし、
ピーマン、しいたけ、ひじ
き、たまねぎ、赤ピーマン


