
2020 年　　 ９月予定献立表 緑の家保育園

曜日 日にち 　10時 お　　　　ひ　　　　る 　　お　　　　や　　　　つ

1 1才児 胚芽米ごはん ヨーグルトあえ 米 米パン粉 はちみつ 金時豆 大豆 かぼちゃ

火 15 2才児 のし鶏　　　　　　　　ひじき煮 (りんご) かぼちゃ キャベツ 小松菜 玉葱 人参 長ねぎ

29 　クラス かぼちゃと玉葱のみそ汁 金時豆の甘煮 ほうれん草 みかん缶 もも缶 ひじき 鶏ひき肉 ヨーグルト

2 豚汁うどん 鶏ときのこの 干しうどん 米 しらたき じゃがいも 油揚げ いりごま

水 16 さわらの南部焼 混ぜご飯 キャベツ ごぼう 小松菜 大根 ゆで筍 人参

30 いそ和え 果物 長ねぎ ほうれん草 干し椎茸 しめじ さわら 豚もも肉

チキンカレーライス お月見まんじゅう 小麦粉 米 米粉 さつまいも 黒砂糖 はちみつ

木 3 フレンチサラダ　　　　　　果物 豆乳 キャベツ きゅうり 玉葱 人参 白菜
誕生会

白菜スープ 果物 ピーマン ほうれん草 レーズン 豚ベーコン 鶏もも肉 バター

チキンカレーライス 小麦粉 米 さつまいも はちみつ 豆乳 キャベツ

木 17 フレンチサラダ　　　 誕生日ケーキ きゅうり 玉葱 人参 白菜 ピーマン ほうれん草

白菜スープ レーズン 豚ベーコン 鶏もも肉 バター クリーム BP　重曹

4 食パン ごへいもち 食パン 米 米粉 さつまいも じゃがいも すりごま

金 牛 ナスのチーズ焼き　　ゆでブロッコリー 牛 プルーン ゆで大豆 玉葱 なす 人参 ブロッコリー ほうれん草

18 さつまいもとベーコンのスープ 果物 プルーン 豚ひき肉 豚ベーコン チーズ

5 胚芽米ごはん きな粉ラスク 食パン 米 しらたき じゃがいも はちみつ きな粉

土 肉じゃが　　　　　　　果物 豆腐 さやいんげん キャベツ 玉葱 人参 ほうれん草

19 キャベツと豆腐のみそ汁 果物 豚もも肉 バター

こぎつねごはん メキシカンサンド 食パン 米 油揚げ 豆腐 すりごま キャベツ

月 7 さばのみそ煮　　　　　ごま和え 小松菜 人参 長ねぎ レーズン さば 豚ひき肉

すまし汁 果物 鶏ひき肉 バター とろろ昆布

胚芽米ごはん 豆乳ココアプリン 米 じゃがいも 豆腐 豆乳 さやいんげん ごぼう

火 8 乳 じゃが芋のそぼろ煮　　　　果物 乳 小松菜 大根 玉葱 人参 長ねぎ プルーン

みそけんちん汁 プルーン 干し椎茸 鶏ひき肉 アガー

9 トマトクリームスパゲティ 二色おはぎ スパゲティ 小麦粉 もち米 米 あずき きな粉

水 　100ｃｃ りんごとキャベツのサラダ 　100ｃｃ いりごま キャベツ きゅうり 小松菜 玉葱 人参

23 豆腐とわかめのスープ いりこの炒り煮 長ねぎ 豚ベーコン 鶏むね肉 バター 牛乳 チーズ

10 １０日：栗ごはん　　２４日：芋ごはん じゃがバター 米 じゃがいも 油揚げ 黒ごま

木 鶏の照り焼き　　　　えのき和え 人参 長ねぎ ほうれん草 えのき 鶏もも肉 バター

24 季節の野菜スープ 果物

11 胚芽米ごはん　　　　酢の物(菊) 大学芋 米 さつまいも 水あめ 豆腐 黒ごま 食用菊

金 さばの塩焼き キャベツ 大根 人参 長ねぎ ほうれん草 すだち

25 なめこと豆腐のみそ汁 果物 なめこ しらす さば

12 鶏南蛮うどん 炒飯風おにぎり 干しうどん 米 油揚げ さやいんげん かぼちゃ キャベツ

土 かぼちゃのそぼろ煮　　　　果物 玉葱 人参 長ねぎ ほうれん草 干し椎茸 しらす

26 甘酢キャベツ 果物 鶏ひき肉 鶏もも肉

14 胚芽米ごはん　　　　中華風きゅうり チーズとしらすの 小麦粉 米 じゃがいも 豆腐 キャベツ きゅうり

月 かじき鮪の薬味ソース お好み焼き 玉葱 人参 長ねぎ ピーマン ほうれん草 えのき

28 きのこスープ 果物 しめじ なめこ しらす めかじき 豚もも肉 チーズ

エネルギ－ ﾀﾝﾊﾟｸ質 脂質 糖質 食塩

（ｋｃａｌ） （ｇ） （ｇ） （ｇ） （ｇ）

3.4.5才児 559 20.4 16.1 83.1 2.0

（平均）

  ざ　　　　い　　　り　　　ょ　　　う

10日：栗  24日　さつまいも



２０２０年 ９月 補食・夕食献立表
緑の家保育園

曜　日 　日 　　　　　補 食 　　　　　夕 食
1 ごはん 鶏肉と野菜のスープ

火 15 ライスお焼き 生鮭の照り焼き
29 おかかサラダ 果物
2 ごはん 野菜スープ

水 16 フライドポテト風 豚肉の生姜焼き
30 牛 ツナ和え 果物 牛
3 ごはん 豆腐とねぎのみそ汁

木 焼き芋 白身魚の煮つけ
17 おひたし 果物
4 豚丼 果物

金 みたらし団子風 納豆和え
18 じゃが芋と玉葱のみそ汁
5 乳 ごはん わかめのすまし汁 乳

土 みそ焼きおにぎり 高野豆腐のそぼろ煮
19 100 野菜ソティ 果物 100

　ｃｃ ごはん 油揚げとキャベツのみそ汁 ｃｃ　
月 7 じゃが芋もち（みたらし） 青椒肉絲

　　 粉ふき芋 果物
ごはん キャベツスープ

火 8 ぽたぽた焼き風焼きおにぎり 生鮭のムニエル
野菜ソティ 果物

9 ごはん さつまいものみそ汁
水 フライドポテト風 鶏の香味炒め

23 磯和え 果物
10 ごはん 里芋のみそ汁

木 焼き芋 さばのカレー風味煮
24 野菜サラダ 果物

11 チキンライス
金 焼きおにぎり コールスロー 果物

25 ベジタブルスープ
12 ごはん じゃが芋と玉葱のみそ汁

土 ライスお焼き 肉団子の甘辛煮
26 煮浸し 果物
14 ビビンパ 果物

月 甘辛きりたんぽ かぼちゃの甘煮
28 キャベツと玉葱のみそ汁



２０２０年 ９月 離乳食予定献立表 緑の家保育園
◎おかゆは軟飯です。果物はすりりんごと季節の果物です。 ◎おかゆは硬粥です。果物はすりりんご（加熱）です。 ◎おかゆは全粥です。果物はすりりんご（加熱）です。 ◎おかゆは１０倍粥です。

1 軟飯 みそ汁 野菜うどん ヨーグルトかけ おかゆ みそ汁 野菜うどん ヨーグルトかけ おかゆ みそ汁 スープおじや ヨーグルトかけ おかゆ 野菜スープ

火 15 肉団子の香味煮 煮奴 肉団子の香味煮 煮奴 ささみ挽きの香味煮 豆腐のつぶし煮 マッシュパンプキン

29 しらす入り煮浸し 金時豆の甘煮 しらす入り煮浸し 金時豆の甘煮 しらす入り煮浸し 金時豆のマッシュ 玉葱と人参の裏ごし

2 わかめうどん おじや 果物 わかめうどん おじや すりりんご スープおじや おじや すりりんご おかゆ

水 16 白身魚の香味みそ煮 じゃが芋の炒め煮 白身魚の香味みそ煮 じゃが芋の炒め煮 すり豆腐の野菜あん じゃが芋のつぶし煮 すり豆腐の野菜あん

30 野菜のバター煮 納豆汁 野菜のバター煮 納豆汁 野菜スープ 納豆汁 野菜スープ

3 ドリア 軟飯 果物 ドリア おかゆ すりりんご ミルクドリア おかゆ すりりんご おかゆ 野菜スープ

木 フレンチあえ 豆腐のチーズ煮 フレンチあえ 豆腐のチーズ煮 おろし煮 豆腐のチーズ煮 マッシュポテト

17 白菜スープ みそ汁 白菜スープ みそ汁 白菜スープ みそ汁 人参とキャベツの裏ごし

4 トースト きな粉ごはん 果物 おかゆ きな粉粥 すりりんご おかゆ きな粉粥 すりりんご おかゆ 野菜スープ

金 ミートボールのチーズ煮 白身魚の野菜あん ミートボールのチーズ煮 白身魚の野菜あん ささみ挽きのチーズ煮 白身魚の野菜あん 白身魚のペースト

18 野菜あえ さつま芋スープ みそ汁 野菜あえ さつま芋スープ みそ汁 おろし煮 さつま芋スープ みそ汁 キャベツと青菜の裏ごし

5 軟飯 みそ汁 トースト 果物 おかゆ みそ汁 おかゆ すりりんご おかゆ みそ汁 おかゆ すりりんご おかゆ 野菜スープ

土 肉じゃが 豆腐のケチャップ煮 肉じゃが 豆腐のケチャップ煮 じゃが芋の煮物 豆腐煮 マッシュポテト

19 きな粉あえ 野菜スープ きな粉あえ 野菜スープ きな粉あえ 野菜スープ 人参と玉葱の裏ごし

軟飯 みそ汁 トースト 果物 おかゆ みそ汁 おｋぁゆ すりりんご おかゆ みそ汁 おｋぁゆ すりりんご おかゆ 野菜スープ

月 7 白身魚の甘酢煮 ポテトとひき肉のケチャップ煮 白身魚の甘酢煮 ポテトとひき肉のケチャップ煮 白身魚のほぐし煮 ささみ入りポテト煮 白身魚のペースト

煮浸し ベジタブルスープ 煮浸し ベジタブルスープ 煮浸し ベジタブルスープ キャベツと人参の裏ごし

軟飯 けんちん汁 トースト 果物 おかゆ けんちん汁 おかゆ すりりんご おかゆ けんちん汁 おかゆ すりりんご おかゆ 野菜スープ

火 8 じゃが芋のそぼろ煮 肉団子のあんかけ じゃが芋のそぼろ煮 肉団子のあんかけ じゃが芋のそぼろ煮 ささみ挽きのあんとじ マッシュポテト

しらす入り煮野菜 みそスープ しらす入り煮野菜 みそスープ しらす入り煮野菜 みそスープ 人参と玉葱の裏ごし

9 ケチャップヌードル 軟飯 果物 ケチャップヌードル おかゆ すりりんご トマトリゾット おかゆ すりりんご おかゆ 野菜スープ

水 おろし和え 納豆のポテト焼き おろし和え 納豆のポテト焼き おろし煮 納豆入りマッシュポテト すり豆腐

23 豆腐スープ みそ汁 豆腐スープ みそ汁 豆腐スープ みそ汁 玉葱と青菜の裏ごし

10 軟飯 みそ汁 あんかけうどん ヨーグルトかけ おかゆ みそ汁 あんかけうどん ヨーグルトかけ おかゆ みそ汁 あんかけスープおじや おかゆ

木 豆腐の肉みそ煮 麩のくず煮 豆腐の肉みそ煮 麩のくず煮 豆腐の肉みそ煮 野菜のくず煮 ヨーグルトかけ すり豆腐の野菜あん

24 人参の甘煮 じゃが芋のバター煮 人参の甘煮 じゃが芋のバター煮 人参のつぶし煮 じゃが芋のマッシュ 野菜スープ

11 軟飯 みそ汁 和風うどん 果物 おかゆ みそ汁 和風うどん すりりんご おかゆ みそ汁 和風スープおじや すりりんご おかゆ

金 白身魚煮 豆腐ソティ 白身魚煮 豆腐ソティ 白身魚のほぐし煮 豆腐のあんとじ 白身魚の野菜あん

25 二色野菜 さつま芋煮 二色野菜 さつま芋煮 二色野菜 さつまいものマッシュ 野菜スープ

12 けんちんうどん 軟飯 果物 けんちんうどん おかゆ すりりんご スープおじや おかゆ すりりんご おかゆ 野菜スープ

土 かぼちゃのそぼろ煮 白身魚のケチャップ煮 かぼちゃのそぼろ煮 白身魚のケチャップ煮 かぼちゃのそぼろ煮 白身魚と野菜のあんとじ マッシュパンプキン

26 煮野菜 みそ汁 煮野菜 みそ汁 煮野菜 みそ汁 キャベツと人参の裏ごし

14 軟飯 豆腐スープ みそうどん おかゆ 豆腐スープ みそうどん おかゆ 豆腐スープ みそスープおじや おかゆ

月 白身魚の玉葱ソース ポテトのケチャップ煮 白身魚の玉葱ソース ポテトのケチャップ煮 白身魚のほぐし煮 ポテト煮 白身魚の野菜あん

28 ささみと野菜の炒め煮 果物 ささみと野菜の炒め煮 すりりんご ささみ入り野菜煮 すりりんご 野菜スープ

✿ 午前と午後を入れ替えることもあります。

✿ 豚ひき肉は茹でこぼして(油抜きして)から使用します。

✿ ホワイトソース系は牛乳でなく鉄分が摂れる粉ミルクを使用しています。

午　前　食

１１、１２ヶ月ごろ ９、１０ヶ月ごろ ７、８ヶ月ごろ ６ヶ月ごろ

午　前　食 午　後　食 午　前　食 午　後　食 午　前　食 午　後　食


