
2021年　9月

月 火 水 木 金 土

1 2 3 4　　わくわく弁当
ごはん

豚肉と大根のみそ炒め
豚こま肉・大根・小ねぎ・糸こんにゃく

みそ・みりん・砂糖・しょうゆ

ほうれん草のごま和え
ほうれん草・もやし・人参・しょうゆ

砂糖・白すりごま

豆腐とわかめのすまし汁
豆腐・わかめ・しょうゆ・だし

ごはん
酢鶏

鶏もも肉・玉ねぎ・人参・ピーマン
ケチャップ・砂糖・しょうゆ・酢・片栗粉

春雨サラダ
春雨・きゅうり・コーン缶・しょうゆ

酢・砂糖・ごま油

卵スープ
（卵→鶏ひき肉）・ねぎ・ガラスープ

ドライフルーツパン
（卵アレルギー児；食パン）

鶏肉と野菜のコンソメ煮
鶏もも肉・人参・玉ねぎ・かぶ

ブロッコリー・コンソメ

切干ナポリタン
切干大根・人参・しめじ・ピーマン

ケチャップ・中濃ソース・砂糖

じゃがいもとコーンの
スープ

じゃがいも・コーン缶・コンソメ

チキンライス
米・鶏もも肉・玉ねぎ・人参
コーン・ケチャップ・砂糖

豚肉とほうれん草の
カレー炒め

豚こま肉・ほうれん草・玉ねぎ
カレー粉・コンソメ

もやしのおひたし
もやし・人参・かつおぶし・しょうゆ

しらすチーズトースト
食パン・しらす干し・チーズ

そうめん
そうめん・コーン缶・ハム（卵不使用）

わかめ・しょうゆ・みりん・だし

鮭ときのこの
炊き込みごはん

米・鮭・まいたけ・しょうゆ・みりん・だし

きなこクッキー
小麦粉・砂糖・バター・きなこ

6 7 8 9 10 11　わくわく弁当
ごはん

鶏じゃが
鶏もも肉・じゃがいも・人参・玉ねぎ

しょうゆ・みりん・砂糖

白菜の塩昆布和え
白菜・塩昆布

ごぼうのみそ汁
ごぼう・もやし・小ねぎ・みそ・だし

きのこの和風パスタ
スパゲティー・豚こま肉・しめじ・まいたけ

えのきたけ・人参・玉ねぎ・しょうゆ

さつまいものコロコロサラダ
さつまいも・人参・きゅうり・しょうゆ

酢・砂糖

大根のスープ
大根・コーン缶・コンソメ

ごはん
かれいの照り焼き

かれい・しょうゆ・みりん

厚揚げのさっぱりソテー
厚揚げ・チンゲン菜・人参・玉ねぎ

酢・砂糖・しょうゆ

キャベツのみそ汁
キャベツ・かぼちゃ・みそ・だし

中華丼
米・豚こま肉・白菜・人参・玉ねぎ

ガラスープ・しょうゆ・ごま油・片栗粉

豆腐サラダ
豆腐・キャベツ・人参・わかめ

酢・砂糖・しょうゆ・ごま油

ニラのスープ
ニラ・えのきたけ・ガラスープ

ロールパン
（卵アレルギー児；食パン）

チリコンカン
豚ひき肉・（大豆水煮→じゃがいも）
玉ねぎ・人参・トマト缶・ケチャップ

コンソメ・小麦粉

マカロニサラダ
マカロニ・人参・きゅうり・コーン缶

（マヨネーズ→酢・砂糖・サラダ油）・食塩

ほうれん草のスープ
ほうれん草・しめじ・コンソメ

バターしょうゆコーン
おにぎり

米・コーン・バター・しょうゆ

肉野菜炒め
豚こま肉・もやし・人参・ピーマン

ガラスープ・食塩

じゃがいもと人参の煮物
じゃがいも・人参・しょうゆ・砂糖

麸のラスク
麸・バター・砂糖・きなこ

にんじんゼリー
人参・オレンジジュース・レモン汁

寒天・砂糖

ぱりんこ

きなこサンド
食パン・きなこ・砂糖・バター

煮干し

カレーうどん
ゆでうどん・豚こま肉・人参・ねぎ
カレールー・しょうゆ・みりん・だし

じゃこおかかおにぎり
米・しらす干し・かつおぶし

白いりごま・しょうゆ

ココアバナナケーキ
小麦粉・ベーキングパウダー・ココア

バナナ・バター・砂糖・牛乳

13 14 15 16 17 18　わくわく弁当
マーボーなす丼

米・豚ひき肉・なす・玉ねぎ・人参
しょうゆ・砂糖・片栗粉・ごま油

ねばねば和え
（ひきわり納豆→かつおぶし）・オクラ

もやし・人参・しょうゆ

なめこと油揚げのすまし汁
なめこ・油揚げ・ねぎ・しょうゆ・だし

汁なし坦坦麺
生中華麺・豚ひき肉・ねぎ・チンゲン菜
コーン缶・白すりごま・みそ・しょうゆ

砂糖・みりん・酒・ごま油

大根サラダ
大根・きゅうり・人参・酢・砂糖・しょうゆ

中華スープ
オクラ・玉ねぎ・わかめ・ガラスープ

ごはん
豚肉と大根のみそ炒め

豚こま肉・大根・小ねぎ・糸こんにゃく
みそ・みりん・砂糖・しょうゆ

ほうれん草のごま和え
ほうれん草・もやし・人参・しょうゆ

砂糖・白すりごま

豆腐とわかめのすまし汁
豆腐・わかめ・しょうゆ・だし

ごはん
酢鶏

鶏もも肉・玉ねぎ・人参・ピーマン
ケチャップ・砂糖・しょうゆ・酢・片栗粉

春雨サラダ
春雨・きゅうり・コーン缶・しょうゆ

酢・砂糖・ごま油

卵スープ
（卵→鶏ひき肉）・ねぎ・ガラスープ

ドライフルーツパン
（卵アレルギー児；食パン）

鶏肉と野菜のコンソメ煮
鶏もも肉・人参・玉ねぎ・かぶ

ブロッコリー・コンソメ

切干ナポリタン
切干大根・人参・しめじ・ピーマン

ケチャップ・中濃ソース・砂糖

じゃがいもとコーンの
スープ

じゃがいも・コーン缶・コンソメ

チキンライス
米・鶏もも肉・玉ねぎ・人参
コーン・ケチャップ・砂糖

豚肉とほうれん草の
カレー炒め

豚こま肉・ほうれん草・玉ねぎ
カレー粉・コンソメ

もやしのおひたし
もやし・人参・かつおぶし・しょうゆ

わらびもち
片栗粉・砂糖・きなこ・黒糖

さつまいものマフィン
小麦粉・ベーキングパウダー・さつまいも

砂糖・サラダ油・牛乳

しらすチーズトースト
食パン・しらす干し・チーズ

そうめん
そうめん・コーン缶・ハム（卵不使用）

わかめ・しょうゆ・みりん・だし

鮭ときのこの
炊き込みごはん

米・鮭・まいたけ・しょうゆ・みりん・だし

きなこクッキー
小麦粉・砂糖・バター・きなこ

20 21 22 23 24　　誕生日会 25　わくわく弁当

敬老の日

きのこの和風パスタ
スパゲティー・豚こま肉・しめじ・まいたけ

えのきたけ・人参・玉ねぎ・しょうゆ

さつまいものコロコロサラダ
さつまいも・人参・きゅうり・しょうゆ

酢・砂糖

大根のスープ
大根・コーン缶・コンソメ

ごはん
かれいの照り焼き

かれい・しょうゆ・みりん

厚揚げのさっぱりソテー
厚揚げ・チンゲン菜・人参・玉ねぎ

酢・砂糖・しょうゆ

キャベツのみそ汁
キャベツ・かぼちゃ・みそ・だし

秋分の日

おたのしみパン
（卵アレルギー児；食パン）

鮭のムニエル
鮭・小麦粉・しょうゆ・バター

白菜のコーン煮
白菜・人参・ベーコン（卵不使用）

クリームコーン缶・コンソメ

野菜たっぷりスープ
大根・ブロッコリー・かぼちゃ

玉ねぎ・コンソメ

りんごジュース

バターしょうゆコーン
おにぎり

米・コーン・バター・しょうゆ

肉野菜炒め
豚こま肉・もやし・人参・ピーマン

ガラスープ・食塩

じゃがいもと人参の煮物
じゃがいも・人参・しょうゆ・砂糖

月見団子
白玉粉・豆腐・かぼちゃ
しょうゆ・みりん・砂糖

おはぎ
米・もち米・こしあん・きなこ・砂糖

おしゃぶり昆布

ピーチケーキ
小麦粉・ベーキングパウダー・砂糖

（卵→牛乳）・バター・レモン汁
もも缶

ココアバナナケーキ
小麦粉・ベーキングパウダー・ココア

バナナ・バター・砂糖・牛乳

27 28 29郷土料理（ベトナム） 30
マーボーなす丼

米・豚ひき肉・なす・玉ねぎ・人参
しょうゆ・砂糖・片栗粉・ごま油

ねばねば和え
（ひきわり納豆→かつおぶし）・オクラ

もやし・人参・しょうゆ

なめこと油揚げのすまし汁
なめこ・油揚げ・ねぎ・しょうゆ・だし

汁なし坦坦麺
生中華麺・豚ひき肉・ねぎ・チンゲン菜
コーン缶・白すりごま・みそ・しょうゆ

砂糖・みりん・酒・ごま油

大根サラダ
大根・きゅうり・人参・酢・砂糖・しょうゆ

中華スープ
オクラ・玉ねぎ・わかめ・ガラスープ

フォー
ビーフン・鶏ささみ・人参・小ねぎ

ガラスープ

ゴイ　ガー
キャベツ・もやし・人参・酢・砂糖・しょうゆ

カインチュア
たら・ほうれん草・トマト・食塩・だし

中華丼
米・豚こま肉・白菜・人参・玉ねぎ

ガラスープ・しょうゆ・ごま油・片栗粉

豆腐サラダ
豆腐・キャベツ・人参・わかめ

酢・砂糖・しょうゆ・ごま油

ニラのスープ
ニラ・えのきたけ・ガラスープ

わらびもち
片栗粉・砂糖・きなこ・黒糖

さつまいものマフィン
小麦粉・ベーキングパウダー・さつまいも

砂糖・サラダ油・牛乳

バインミー
（ロールパン→食パン）・ハム（卵不使用）

大根・人参・マーガリン・しょうゆ
砂糖・酢

カレーうどん
ゆでうどん・豚こま肉・人参・ねぎ
カレールー・しょうゆ・みりん・だし

予定献立表

※  都合により献立が変更する場合もございます。ご了承ください。

※  献立は、月２回の繰り返し献立になっています。１度目は食べられなくても、２度目は味を覚えてもらえるようになっています。

※　今年度から郷土料理と世界の料理を取り入れていきます。今月はベトナムです。

※　卵アレルギー児のお子様は（　　　）が代替品となります。

※　月～木、おやつ時、金、昼食時に牛乳を提供しています。

※　今年度から土曜日は先生たちによる手作り弁当となりました。



2021年　9月

月 火 水 木 金

1 2 3
ごはん

豚肉と大根のみそ煮
豚こま肉・大根・小ねぎ・みそ・砂糖

ほうれん草のごま和え
ほうれん草・もやし・人参
しょうゆ・砂糖・白すりごま

豆腐とわかめのすまし汁
豆腐・わかめ・しょうゆ・だし

ごはん
鶏肉のケチャップ煮

鶏もも肉・玉ねぎ・人参・ピーマン
ケチャップ・砂糖

春雨サラダ
春雨・きゅうり・コーン缶

しょうゆ・砂糖

卵スープ
卵・ねぎ・食塩・だし

食パン
鶏肉と野菜のコンソメ煮
鶏もも肉・人参・かぶ・ブロッコリー

玉ねぎ・コンソメ

野菜のケチャップ炒め
人参・しめじ・ピーマン・ケチャップ

砂糖

じゃがいもとコーンのスープ

じゃがいも・コーン缶・コンソメ

しらすチーズパンがゆ
食パン・しらす干し・チーズ

にゅうめん
そうめん・ツナ缶・コーン缶

わかめ・しょうゆ・みりん・だし

鮭ときのこの
炊き込みごはん
米・鮭・まいたけ・しょうゆ

みりん・だし

6 7 8 9 10
ごはん

鶏じゃが
鶏もも肉・じゃがいも・人参

玉ねぎ・しょうゆ・みりん・砂糖

白菜の和え物
白菜・しょうゆ

もやしのみそ汁
もやし・小ねぎ・みそ・だし

きのこの和風パスタ
スパゲティー・豚こま肉・しめじ

まいたけ・えのきたけ・人参
玉ねぎ・しょうゆ

さつまいものコロコロサラダ
さつまいも・人参・きゅうり

しょうゆ・砂糖

大根のスープ
大根・コーン缶・コンソメ

ごはん
かれいの煮つけ
かれい・しょうゆ・みりん

野菜の甘辛煮
チンゲン菜・人参・玉ねぎ

しょうゆ・砂糖

キャベツのみそ汁
キャベツ・かぼちゃ・みそ・だし

中華丼
米・豚こま肉・白菜・人参・玉ねぎ

しょうゆ・だし・片栗粉

豆腐サラダ
豆腐・キャベツ・人参・わかめ

砂糖・しょうゆ

えのきのスープ
えのきたけ・玉ねぎ・しょうゆ・だし

食パン
チリコンカン

豚ひき肉・大豆水煮・玉ねぎ
人参・トマト缶・ケチャップ・コンソメ

マカロニサラダ
マカロニ・人参・きゅうり・コーン缶

砂糖・食塩

ほうれん草のスープ
ほうれん草・しめじ・コンソメ

蒸しパン
小麦粉・ベーキングパウダー

砂糖・牛乳・サラダ油

にんじんゼリー
人参・オレンジジュース・砂糖

レモン汁・寒天

ハイハイン

きなこ食パン
食パン・きなこ・砂糖・バター

うどん
ゆでうどん・豚こま肉・人参・ねぎ

しょうゆ・みりん・だし

じゃこおかかごはん
米・しらす干し・かつおぶし

しょうゆ

13 14 15 16 17
マーボーなす丼

米・豚ひき肉・なす・玉ねぎ・人参
しょうゆ・砂糖・片栗粉

ねばねば和え
ひきわり納豆・オクラ・もやし

人参・しょうゆ

わかめのみそ汁
わかめ・ねぎ・みそ・だし

みそうどん
干しうどん・豚ひき肉・ねぎ・コーン

チンゲン菜・みそ・砂糖・だし

大根サラダ
大根・きゅうり・人参・しょうゆ・砂糖

オクラのスープ
オクラ・玉ねぎ・わかめ・しょうゆ

だし

ごはん
豚肉と大根のみそ煮
豚こま肉・大根・小ねぎ・みそ・砂糖

ほうれん草のごま和え
ほうれん草・もやし・人参
しょうゆ・砂糖・白すりごま

豆腐とわかめのすまし汁
豆腐・わかめ・しょうゆ・だし

ごはん
鶏肉のケチャップ煮

鶏もも肉・玉ねぎ・人参・ピーマン
ケチャップ・砂糖

春雨サラダ
春雨・きゅうり・コーン缶

しょうゆ・砂糖

卵スープ
卵・ねぎ・食塩・だし

食パン
鶏肉と野菜のコンソメ煮
鶏もも肉・人参・かぶ・ブロッコリー

玉ねぎ・コンソメ

野菜のケチャップ炒め
人参・しめじ・ピーマン・ケチャップ

砂糖

じゃがいもとコーンのスープ

じゃがいも・コーン缶・コンソメ

きなこ蒸しパン
小麦粉・ベーキングパウダー
きなこ・砂糖・牛乳・サラダ油

さつまいもマフィン
小麦粉・ベーキングパウダー

さつまいも・牛乳・砂糖
サラダ油

しらすチーズパンがゆ
食パン・しらす干し・チーズ

にゅうめん
そうめん・ツナ缶・コーン缶

わかめ・しょうゆ・みりん・だし

鮭ときのこの
炊き込みごはん
米・鮭・まいたけ・しょうゆ

みりん・だし

20 21 22 23 24　　誕生日会

敬老の日

きのこの和風パスタ
スパゲティー・豚こま肉・しめじ

まいたけ・えのきたけ・人参
玉ねぎ・しょうゆ

さつまいものコロコロサラダ
さつまいも・人参・きゅうり

しょうゆ・砂糖

大根のスープ
大根・コーン缶・コンソメ

ごはん
かれいの煮つけ
かれい・しょうゆ・みりん

野菜の甘辛煮
チンゲン菜・人参・玉ねぎ

しょうゆ・砂糖

キャベツのみそ汁
キャベツ・かぼちゃ・みそ・だし

秋分の日

食パン
鮭の煮つけ
鮭・しょうゆ・だし

白菜のコーン煮
白菜・人参・クリームコーン缶

コンソメ

野菜たっぷりスープ
大根・ブロッコリー・かぼちゃ

玉ねぎ・コンソメ

りんごゼリー

かぼちゃ煮
かぼちゃ・しょうゆ・砂糖

おはぎ
米・きなこ・砂糖

マドレーヌ
小麦粉・ベーキングパウダー

砂糖・卵・バター

27 28 29 30
マーボーなす丼

米・豚ひき肉・なす・玉ねぎ・人参
しょうゆ・砂糖・片栗粉

ねばねば和え
ひきわり納豆・オクラ・もやし

人参・しょうゆ

わかめのみそ汁
わかめ・ねぎ・みそ・だし

みそうどん
干しうどん・豚ひき肉・ねぎ・コーン

チンゲン菜・みそ・砂糖・だし

大根サラダ
大根・きゅうり・人参・しょうゆ・砂糖

オクラのスープ
オクラ・玉ねぎ・わかめ・しょうゆ

だし

鶏うどん
干しうどん・鶏ささみ・人参

小ねぎ・食塩・だし

キャベツともやしの
サラダ

キャベツ・もやし・人参・しょうゆ
砂糖

タラのスープ
たら・ほうれん草・トマト

食塩・だし

中華丼
米・豚こま肉・白菜・人参・玉ねぎ

しょうゆ・だし・片栗粉

豆腐サラダ
豆腐・キャベツ・人参・わかめ

砂糖・しょうゆ

えのきのスープ
えのきたけ・玉ねぎ・しょうゆ・だし

きなこ蒸しパン
小麦粉・ベーキングパウダー
きなこ・砂糖・牛乳・サラダ油

さつまいもマフィン
小麦粉・ベーキングパウダー

さつまいも・牛乳・砂糖
サラダ油

きなこ食パン
食パン・きなこ・砂糖・バター

うどん
ゆでうどん・豚こま肉・人参・ねぎ

しょうゆ・みりん・だし

離乳食予定献立表

※  都合により献立が変更する場合もございます。ご了承ください。

※  献立は、月２回の繰り返し献立になっています。１度目は食べられなくても、２度目は味を覚えてもらえるようになっています。

※　土曜日は、ご家庭で用意し、お持ち下さい。宜しくお願い致します。


