
小麦
大豆

小麦・卵

えび・かに

大豆
乳
大豆

-
-

小麦・卵 小麦・乳 小麦 大豆 大豆
大豆・えび 卵・かに 大豆

大豆
卵 大豆 小麦 小麦 大豆
大豆 大豆 大豆

小麦 小麦・乳 えび 小麦 小麦
大豆 卵・大豆 大豆 卵 大豆

- - 乳 - 乳
小麦 - 小麦・乳 - 小麦
大豆 大豆 大豆

大豆 小麦・卵 小麦・乳 小麦・乳 小麦
大豆 大豆 卵・大豆 大豆

卵 小麦 小麦・卵 小麦・卵 乳
大豆 大豆 大豆 大豆

小麦 小麦 小麦・乳 大豆 小麦
大豆 大豆 大豆 大豆

- - 乳 - -
- 大豆 小麦・乳 小麦 小麦・乳

卵・大豆 大豆 卵・えび・大豆

小麦 小麦 小麦・乳 小麦
大豆 大豆 大豆 大豆

卵・えび 小麦・乳 小麦・乳 大豆
かに・大豆 大豆 卵・大豆

小麦・卵 小麦・卵 小麦・卵 大豆
えび・大豆 大豆 かに・大豆

- 乳 -
小麦 小麦・乳 大豆 -
大豆 卵・大豆

小麦 小麦 小麦・乳 小麦・乳 大豆
乳 大豆 卵・大豆 卵・えび

かに・大豆

小麦・乳 小麦・乳 小麦 小麦・乳 大豆
卵・大豆 大豆 大豆 大豆

大豆 小麦 乳 小麦・卵 大豆
大豆 大豆 大豆

乳 - - 乳 -
卵・乳 - 卵・乳 大豆 小麦
小麦・大豆 小麦・大豆 大豆米・鮭 木耳・昆布・胡麻

●お願い● 上記メニューは都合により変更する場合があります。予めご了承ください。
米・たらこ・胡麻 米 パン・豚肉・卵・マヨネーズ

チーズ パインかん＆ももかん オレンジ チーズ ももかん
たらこふりかけごはん ごはん サンドイッチ サケごはん こんぶごはん

人参・グリンピース・玉ねぎ 小松菜・人参 鶏肉・ケチャップ とうもろこし・人参 緑豆春雨・ツナ
ツナ・とうもろこし 油揚げ 人参・グリンピース

なると・マヨネーズ パセリ 人参・胡麻 ベーコン・蒲鉾
ベジタブルソテー あおなのにびたし ウィンナー コーンサラダ はるさめサラダ

キャベツサラダ てりやきハンバーグ 青菜と蒸し鶏のナムル なのはなのいためもの かぼちゃのそぼろあん
キャベツ・ハム・人参 鶏肉・玉ねぎ チンゲン菜・鶏肉 菜の花・人参 南瓜・豚肉

じゃが芋・玉ねぎ タラ・じゃが芋 鶏肉・青のり 卵・カニカマ・白菜 タラ・キャベツ
人参・とうもろこし・サラダ菜 グリンピース・ケチャップ キャベツ 人参・ケチャップ 生姜

29日（金） 402kcal蛋白質12.5ｇ脂質8.9ｇ塩分1.7ｇ

やさいコロッケ タラとじゃがいものトマトソース のりしおチキン かにたま しろみざかなのたつたあげ

米

25日（月） 400kcal蛋白質7.7ｇ脂質10.8ｇ塩分0.8ｇ 26日（火） 434kcal蛋白質12.9ｇ脂質9.9ｇ塩分1.2ｇ 27日（水） 303kcal蛋白質13.3ｇ脂質15.0ｇ塩分2.0ｇ 28日（木） 364kcal蛋白質10.1ｇ脂質7.6ｇ塩分1.1ｇ

木耳・昆布・胡麻 パン・蒸し中華麺・豚肉・キャベツ 米・鮭

パインかん オレンジ チーズ みかんかん
こんぶごはん やきそばパン サケごはん ごはん

竹輪・カレー粉 人参・玉ねぎ・ツナ 魚肉・卵白 薩摩芋・胡麻
青のり パセリ・マヨネーズ かに

カニカマ・生姜 豚肉・ケチャップ グリンピース・とうもろこし 枝豆・椎茸
ちくわのにしょくあげ キャロットサラダ カニカマてん だいがくいも

こまつなとカニカマのにびたし ポークビーンズ スクランブルエッグ ごもくに
小松菜・人参 大豆・玉ねぎ 卵・玉ねぎ・人参 大豆・蓮根・人参

じゃが芋・蓮根 鶏肉・玉ねぎ・青菜 カレイ・玉ねぎ
グリンピース 人参 胡麻 人参

21日（木） 461kcal蛋白質14.9ｇ脂質13.2ｇ塩分2.1ｇ 22日（金） 427kcal蛋白質11.2ｇ脂質7.6ｇ塩分1.4ｇ

けいろうのひ

ぶたすきに レンコンコロッケ てりやきにくだんご カレイのあまずあん
豚肉・玉ねぎ

米・豚肉 米・胡麻・卵・削り節・海苔

18日（月） kcal蛋白質ｇ脂質ｇ塩分ｇ 19日（火） 460kcal蛋白質11.0ｇ脂質14.2ｇ塩分1.6ｇ 20日（水） 368kcal蛋白質12.0ｇ脂質14.1ｇ塩分1.9ｇ

米 米・鮭 パン・卵・ほうれん草

みかんかん オレンジ チーズ みかんかん オレンジ
ごはん サケごはん ポパイドッグ そぼろごはん たまごふりかけごはん

青菜・人参 里芋・人参 人参・玉ねぎ じゃが芋・青のり チンゲン菜・人参
ベーコン・ケチャップ ツナ・胡麻

人参・グリンピース・とうもろこし わかめ ピーマン・蒲鉾 胡麻・マヨネーズ パセリ・バター
あおなのにびたし にもの にんじんナポリタン ポテト チンゲンサイのごまあえ

いりどうふ すのもの はくさいとむしどりのサラダ ごぼうサラダ バターコーン
木綿豆腐・玉ねぎ・卵・鶏肉・なると きゅうり・鶏肉 白菜・鶏肉 牛蒡・人参・とうもろこし とうもろこし・玉ねぎ

さわら 鶏肉・キャベツ 鶏肉・玉ねぎ 卵・鶏肉・玉ねぎ 鶏肉・キャベツ
大根 ケチャップ

14日（木） 432kcal蛋白質8.6ｇ脂質10.1ｇ塩分1.1ｇ 15日（金） 393kcal蛋白質9.9ｇ脂質7.9ｇ塩分0.9ｇ

さわらのてりやき チキンカツ おろしハンバーグ ふんわりオムレツ チキンフリッター

米 木耳・昆布・胡麻

11日（月） 370kcal蛋白質13.6ｇ脂質5.9ｇ塩分1.2ｇ 12日（火） 394kcal蛋白質11.8ｇ脂質5.1ｇ塩分1.8ｇ 13日（水） 294kcal蛋白質12.3ｇ脂質12.9ｇ塩分2.4ｇ

米・豚肉 米 スパゲティ・ケチャップ

オレンジ パインかん チーズ みかんかん チーズ
そぼろごはん ごはん ナポリタンパン ごはん こんぶごはん

ひじき・大豆・人参 卵・玉ねぎ・人参 白菜・えび・人参 魚肉・チンゲンサイ 小松菜・人参
椎茸・油揚げ グリンピース・とうもろこし 人参・生姜 しらす

玉ねぎ・マヨネーズ ピーマン・トマト ツナ・グリンピース
ぐだくさんひじきに スクランブルエッグ はくさいとこえびのいためもの はなはたさつまあげ こまつなのしらすあえ

ポテトサラダ チキンマリネ はるさめサラダ かぼちゃに あおのりポテト
じゃが芋・人参 玉ねぎ・鶏肉 緑豆春雨・人参 南瓜 じゃが芋・青のり

鮭・竹輪・青のり かに 豚肉 木綿豆腐・豚肉 豚肉・玉ねぎ
ネギ・生姜・グリンピース ピーマン・生姜

362kcal蛋白質9.9ｇ脂質4.4ｇ塩分1.7ｇ 8日（金) 447kcal蛋白質10.0ｇ脂質15.0ｇ塩分1.3ｇ

サケのしおやき クリームコロッケ ロースとんかつ マーボーどうふ ポークしょうがやき

米

4日（月） 426kcal蛋白質15.3ｇ脂質8.7ｇ塩分1.7ｇ 5日（火） 387kcal蛋白質7.8ｇ脂質8.6ｇ塩分0.9ｇ 6日（水） 318kcal蛋白質11.6ｇ脂質13.4ｇ塩分2.4ｇ 7日（木）

・脳のエネルギー源に（朝食でエネルギーを補わないと脳はエネルギー不足になり、活発に働きません）
小松菜・人参
ベーコン

・肥満防止（朝食を食べずに昼食を沢山の量をたべてしまうと完全燃焼されず、エネルギーがたまりやすくなります）
ももかん
ごはん

ご家庭でもご協力をお願い致します。朝食を食べるこんなメリットが！！
だいこんサラダ
大根・カニカマ

・快便効果（朝食を食べると腸が刺激され、排便しやすくなります）
きゅうり・マヨネーズ
あおなソテー

9月に入りましたが、まだまだ暑い日が続きます。体調の崩しやすい時期でもあります。 1日（金) 365kcal蛋白質15.5ｇ脂質6.9ｇ塩分1.1ｇ

とりのてりやき

「早寝・早起き・朝ごはん」で生活リズムを整え、お子様が毎日元気に登園できるように、
鶏肉・キャベツ

 平成　２9年　9月　ようちえんメニュー※献立の横に原材料が義務付けされた
7品目に大豆を加えた8品目を表示しています。

（卵・小麦・えび・かに・そば・落花生・乳・大豆）






