
未満児（午前）

1 日（ 木 ）
ウエハース

ヤクルト

2 日（ 金 ）
ごませんべい
飲むヨーグルト

3 日（ 土 ） ゼリー

★5 日（ 月 ） フルーツ

6 日（ 火 ）
ごませんべい

牛乳

7 日（ 水 ） ヨーグルト

8 日（ 木 ）
チーズ

野菜ジュース

9 日（ 金 ）
ビスケット
ヤクルト

10 日（ 土 ） ゼリー

★12 日（ 月 ） フルーツ

13 日（ 火 ）
ごませんべい

豆乳

14 日（ 水 ） ヨーグルト

15 日（ 木 ）
おせんべい

牛乳

16 日（ 金 ）
ウエハース

野菜ジュース

17 日（ 土 ） ゼリー

★19 日（ 月 ） フルーツ

20 日（ 火 ）
ごませんべい

豆乳

21 日（ 水 ）
ビスケット

牛乳

22 日（ 木 ）
おせんべい

飲むヨーグルト

23 日（ 金 ）
ウエハース

野菜ジュース

24 日（ 土 ） ゼリー

★26 日（ 月 ） フルーツ

27 日（ 火 ）
おせんべい

牛乳

28 日（ 水 ） ヨーグルト

★29 日（ 木 ） ゼリー

30 日（ 金 ）
ビスケット

野菜ジュース

31 日（ 土 ） フルーツ

《　給食目標　》収穫に感謝していただきましょう。

◎たんぽぽ組：正しいスプーンの持ち方で、姿勢を良くして食べましょう。

◎ちゅうりっぷ組：食材の名前に興味を持ち、楽しく食べましょう。

◎ゆり組：姿勢を良くして、よく噛んで食べましょう。

◎★は、お弁当箱のいらない日です。（5・12・19・26・29）

◎ゆり組は9月11日（金）頃までに、お米６合をお願いします。

☆離乳食は味付けする前に取り分け、離乳の進行に応じて食べやすい

　大きさに刻み、 加熱調理して提供しています。

擬製豆腐・キャベツの和え物・すき昆布煮・トマト・大根
ときのこのみそ汁・フルーツ

豆腐・卵・豚肉・ひじき・人参・グ
リーンピース・キャベツ・すき昆布

あんぱん
クリームパン

牛乳

ハムエッグ・茹で野菜・マカロニサラダ・トマト・豆腐とわ
かめのみそ汁・フルーツ

鶏肉・大根・ごぼう・人参・いんげ
ん・きゅうり・カニカマ・小松菜

おせんべい　するめ
ジョア

カレイの焼き魚・人参とちくわの炒め煮・キャベツの塩昆
布和え・トマト・豚汁・フルーツ

カラスガレイ・人参・ちくわ・キャベ
ツ・きゅうり・塩昆布・ごぼう・大根

しるこサンド
ブルーベリーヨーグルト

鶏肉と根菜の煮物・きゅうりの胡麻酢和え・トマト・小松菜
と厚揚げのみそ汁・フルーツ

クリームシチュー・ソーセージフライ・コーンサラダ・トマ
ト・フルーツ・お茶

鶏肉・じゃが芋・玉葱・人参・ブロッ
コリー・魚肉ソーセージ・コーン

お好み焼き
牛乳

ツナスパゲティ・カニカマサラダ・トマト・たまごスープ・
ふりかけ・フルーツ

スパゲティ・ツナ・ほうれん草・人
参・しめじ・玉葱・レタス・わかめ

アスパラビスケット
カルピス

中華麺・豚肉・キャベツ・人参・
ピーマン・きくらげ・なると・ひじき

味しらべ
フルーチェ

柿　ビスコ
牛乳

きつねうどん・白和え・トマト・ふりかけ・フルーツ
うどん・油揚げ・かまぼこ・わかめ・
ほうれん草・人参・豆腐・ごま

さばの漬け焼き・大根サラダ・きんぴらごぼう・トマト・豆
腐とあげのみそ汁・フルーツ

さば・大根・人参・きゅうり・カニカ
マ・ごぼう・人参・いんげん・ちくわ

おせんべい
プリン

チキンカレー・福神漬・ウインナー・中華サラダ・トマト・
フルーツ・お茶

鶏肉・じゃが芋・玉葱・人参・春
雨・もやし・きゅうり・人参・卵・トマト

ちんすこう
牛乳

納豆オムレツ・マカロニミートソース・グリーンサラダ・ト
マト・ポテトスープ・フルーツ

納豆・卵・マカロニ・ブロッコリー・
レタス・きゅうり・トマト・じゃが芋

ロールパンのハムサンド
牛乳

カレーライス・福神漬・ウインナー・フレンチサラダ・トマ
ト・フルーツ・お茶

豚肉・玉葱・人参・じゃが芋・キャ
ベツ・きゅうり・コーン・ウインナー
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ゆでたまご
牛乳

豆腐・豚肉・葱・ほうれん草・もや
し・人参・ごぼう・ニラ・トマト

お月見豆腐ハンバーグ・ほうれん草ソテー・大根サラ
ダ・トマト・わかめとあげのみそ汁・フルーツ

豚肉・玉葱・豆腐・うずらの卵・ほう
れん草・しめじ・大根・カニカマ

〜お月見会〜
お月見だんご　果物

牛乳

さんまの塩焼き・なすのポン酢かけ・きんぴらごぼう・トマ
ト・ほうれん草とたまごのみそ汁・フルーツ

さんま・なす・ごぼう・人参・ちくわ・
トマト・ほうれん草・卵・玉葱

チーズトースト
牛乳

高野豆腐のドライカレー・福神漬・ウインナー・ツナサラ
ダ・トマト・フルーツ・お茶

高野豆腐・豚肉・玉葱・レタス・も
やし・きゅうり・人参・ツナ・トマト

ホットケーキ
牛乳

バームクーヘン
ヨーグルト

タラ・卵・じゃが芋・レタス・わかめ・
きゅうり・大根・わかめ・厚揚げ

枝豆　おしゃぶりこんぶ
牛乳

ひじき入りつくね・キャベツの和え物・切干大根煮・トマ
ト・きのこのみそ汁・フルーツ

鶏肉・玉葱・ひじき・キャベツ・人
参・きゅうり・切干大根・さつま揚げ

タンメン・ひじきサラダ・トマト・海苔の佃煮・フルーツ

源氏パイ
プリン

ウインナー・玉葱・ミックスベジタブ
ル・鶏肉・ブロッコリー・きゅうり

デコレーションチョコパイ
牛乳

〜お誕生会〜ケチャップライス・マーマレードチキン・グ
リーンサラダ・トマト・コンソメスープ・フルーツ・ヤクルト

シリアルバー
牛乳

かぼちゃコロッケ・千切り野菜・スパゲティサラダ・トマト・
わかめスープ・フルーツ

かぼちゃ・玉葱・キャベツ・スパゲ
ティ・レタス・人参・コーン・きゅうり

しょうゆラーメン・豆腐とわかめのサラダ・納豆・トマト・フ
ルーツ

中華麺・豚肉・もやし・葱・なると・
人参・豆腐・わかめ・レタス・トマト

カステラ
牛乳

クラッカーサンド
牛乳

さばの煮付け・ちくわの磯辺揚げ・きゅうりとワカメの酢の
物・トマト・豆腐と葱のみそ汁・フルーツ

さば・ちくわ・青のり・きゅうり・わか
め・人参・豆腐・葱・小松菜・トマト

スティックパン　チーズ
牛乳

根菜カレー・福神漬・ウインナー・大豆サラダ・トマト・フ
ルーツ・お茶

カップチーズケーキ
牛乳

肉みそ豆腐田楽・ほうれん草の海苔和え・ごぼうサラダ・
トマト・すまし汁・フルーツ

鮭のゴマ焼き・いんげんとちくわの炒め物・ほうれん草の
納豆和え・トマト・せんべい汁・フルーツ

鮭・いんげん・ちくわ・人参・ほうれ
ん草・納豆・鶏肉・ごぼう・大根

スイートポテト
牛乳

タラのムニエル・茹で野菜・海藻サラダ・トマト・大根とわ
かめのみそ汁・フルーツ

豆腐・ほうれん草・人参・海苔・ご
ぼう・トマト・わかめ・卵・葱

きなこクリームパン
チョコクリームパン

牛乳

ごぼう・大根・じゃが芋・玉葱・人
参・豚肉・大豆・レタス・もやし

焼きそば・切干大根サラダ・トマト・かき玉みそ汁・納豆・
フルーツ

中華麺・豚肉・キャベツ・人参・玉
葱・ピーマン・もやし・切干大根

おせんべい
アップルゼリー

卵・ハム・ブロッコリー・マカロニ・
人参・コーン・きゅうり・豆腐

ししゃもの唐揚げ・千切りキャベツ・すき昆布煮・トマト・
じゃが芋と葱のみそ汁・フルーツ

ししゃも・キャベツ・すき昆布・油揚
げ・干し椎茸・大豆・人参・葱

おせんべい
ヨーグルト

麻婆豆腐・ナムル・トマト・ごぼうとニラのスープ・フルー
ツ

食育クイズ

Q きのこは日本でいつ頃から食べられていたでしょう？

①縄文時代 ②弥生時代 ③江戸時代

A ①縄文時代

きのこは今から4000年以上前から日本で食べられて

きました。世界での食用の歴史はさらに古く、紀元前

756年〜1453年に栄えた古代ローマ時代からたくさ

んのきのこ料理があったことが分かっています。


