
黄色群 赤　群 緑　群
（体のもとになる） （エネルギーのもとになる） （体の調子を整える）

豚肉の味噌炒め 　豚肉、赤みそ 　油、砂糖 　生姜、人参、玉ねぎ、キャベツ、ピーマン 　砂糖、みりん、赤みそ

切干大根のごま酢和え 　すりごま、ごま油 　切干大根、きゅうり 　砂糖、りんご酢、醤油、かつおだし

＊焼きそば 　豚肉 　中華めん 　キャベツ、もやし 　お好み焼きソース

ポテトとコーンのスープ煮 　鶏肉 　じゃが芋 　人参、玉ねぎ、コーン缶 　コンソメ

ソテー 　しらす干し 　油 　キャベツ 　塩

＊ごま鮭トースト 　鮭フレーク 　食パン、いりごま 　マヨネーズ

マーボー丼 　豆腐、豚挽肉、赤みそ 　油、砂糖、片栗粉 　玉ねぎ、人参、ねぎ、生姜 　砂糖、醤油、調理酒、赤みそ、かつおだし

さつま芋の煮物 　さつま芋 　砂糖、みりん、醤油、かつおだし

りんご 　りんご

＊4日：バナナとヨーグルト 　ヨーグルト 　バナナ

＊18日：フルーツヨーグルト 　プレーンヨーグルト 　黄桃缶、みかん缶、パイン缶

スペイン風オムレツ 　鶏肉、卵 　玉ねぎ、人参、ズッキーニ、エリンギ 　ケチャップ

ドレッシング和え 　生わかめ 　油、砂糖 　きゅうり、みかん缶 　砂糖、りんご酢

＊大学芋 　さつま芋、油、砂糖 　砂糖、水あめ

照焼き 　カラスカレイ 　油 　生姜 　みりん、調理酒、醤油

じゃが芋の炒め煮 　砂糖、じゃが芋 　玉ねぎ、人参、さやいんげん 　砂糖、みりん、醤油

＊６日：豆腐パン 　豆腐 　小麦粉、砂糖 　ベーキングパウダー、砂糖、塩

＊２０日：カップゼリーとぱりんこ 　オレンジゼリー、ぱりんこ

スープそば 　豚肉 　中華そば、油、片栗粉 　人参、もやし、チンゲン菜、ねぎ 　中華味の素、醤油

＊ぽたぽた焼き 　ぽたぽた焼き

クリームシチュー 　豚肉、牛乳 　じゃが芋、上新粉 　人参、玉ねぎ、パセリ 　コンソメ

サラダ 　油、砂糖 　コーン缶、キャベツ、きゅうり 　砂糖、りんご酢

食パン 　食パン

＊大豆とお米のパンケーキ 　豆腐、豆乳 　砂糖、米粉、油 　砂糖、ベーキングパウダー

筑前煮 　鶏肉 　里芋、砂糖 　こんにゃく、大根、人参、グリンピース 　砂糖、みりん、醤油、かつおだし

すまし汁 　生わかめ 　えのき茸 　白醤油、かつおだし

梨 　梨

＊フルーツミックス 　  黄桃缶、みかん缶、パイン缶、りんご

ヘルシーチキンナゲット 　鶏ひき肉、おから、豆腐 　片栗粉、油 　玉ねぎ 　コンソメ、ケチャップ

昆布和え 　塩昆布 　小松菜、人参、もやし 　醤油

パイン缶 　パイン缶

＊おふラスク 　焼麩、マーガリン、砂糖 　 　砂糖

中華風かき玉スープ 　豚肉、豆腐、卵 　片栗粉、ごま油 　生姜、しめじ、チンゲン菜 　中華味の素、白醤油

南瓜の煮付 　砂糖 　南瓜 　かつおだし、砂糖、みりん、醤油

＊１２日：そぼろご飯 　豚挽き肉 　米、砂糖、いりごま 　大葉 　砂糖、寿司酢、醤油

＊２６日：そぼろご飯(お月見ver) 　豚挽き肉、豆腐 　米、砂糖、いりごま 　さやいんげん、人参 　砂糖、寿司酢、醤油

白身魚の酢豚風 　カラスカレイ 　強力粉、じゃが芋、油、砂糖、片栗粉 　玉ねぎ、ピーマン 　中華味の素、醤油、砂糖、ケチャップ、りんご酢

ひじきの炒め煮 　ひじき、油揚げ 　人参 　砂糖、醤油、かつおだし

＊ポンデケージョ 　粉チーズ、卵、牛乳 　白玉粉 　塩

にゅうめん 　鶏肉 　冷麦 　人参、干しい茸、ほうれん草、あさつき 　みりん、醤油、昆布だし、かつおだし

＊黒糖ロールパン 　黒糖ロールパン（卵、乳、小麦）

タコライス 　豚挽肉、粉チーズ 　油 　玉ねぎ、にんにく、キャベツ、人参 　ケチャップ、ソース

豆腐とコーンのスープ 　豆腐 　クリームコーン缶、あさつき 　コンソメ

梨 　梨

＊ケーキ 　生クリーム 　スポンジケーキ (卵、小麦、乳) 　黄桃缶、みかん缶、パイン缶 　砂糖

２・３０

9がつのこんだて

日付 給　食　・　おやつ
使　用　食　材

調味料

誕生会
２７

３・１７

４・１８

５・１９

６・２０

７・２１

9

１０・２４

１１・２５

１２・２６

13

１４・２８

※献立は多少変更することがあります。

※この他、主食にご飯があります。主食が食パンの日は、ご飯はありません。

※「＊」はおやつです。おやつには、牛乳がつきます。



黄色群 赤　群 緑　群
（体のもとになる） （エネルギーのもとになる） （体の調子を整える）

豚肉の味噌炒め 　豚肉、赤みそ 　砂糖 　人参、玉ねぎ、キャベツ、ピーマン 　砂糖、赤みそ

酢の物 　きゅうり 　砂糖、りんご酢、醤油、かつおだし

＊焼うどん 　豚肉 　うどん 　キャベツ 　醤油、かつおだし

ポテトとコーンのスープ煮 　鶏肉 　じゃが芋 　人参、玉ねぎ、コーン缶

ソテー 　しらす干し 　キャベツ

＊食パン 　食パン

マーボー丼 　豆腐、豚挽肉、赤みそ 　砂糖、片栗粉 　玉ねぎ、人参、ねぎ 　砂糖、醤油、赤みそ、かつおだし

さつま芋の煮物 　さつま芋 　砂糖、みりん、醤油、かつおだし

りんご 　りんご

＊オレンジ 　オレンジ

野菜の洋風煮 　鶏肉 　玉ねぎ、人参、エリンギ 　ケチャップ

ドレッシング和え 　生わかめ 　砂糖 　きゅうり 　砂糖、りんご酢

＊ふかしいも 　さつま芋

照焼き 　カラスカレイ 　醤油

じゃが芋の炒め煮 　砂糖、じゃが芋 　玉ねぎ、人参、さやいんげん 　砂糖、醤油

＊６日：湯豆腐 　豆腐 　かつおだし

＊２０日：ハイハイン 　 　ハイハイン

スープそば 　豚肉 　うどん、片栗粉 　人参、チンゲン菜、ねぎ 　醤油

＊ハイハイン
野菜のスープ 　豚肉 　じゃが芋 　人参、玉ねぎ、パセリ

サラダ 　砂糖 　コーン缶、キャベツ、きゅうり 　砂糖、りんご酢

食パン 　食パン

＊豆腐パンケーキ 　豆腐 　小麦粉、砂糖 　砂糖

筑前煮 　鶏肉 　里芋、砂糖 　大根、人参 　砂糖、醤油、かつおだし

すまし汁 　生わかめ 　えのき茸 　醤油、かつおだし

梨 　梨

＊りんご 　りんご

鶏肉の肉団子 　鶏ひき肉、豆腐 　片栗粉 　玉ねぎ 　ケチャップ

和え物 　小松菜、人参 　醤油

＊おふ 　焼麩

中華風スープ 　豚肉、豆腐 　片栗粉 　しめじ、チンゲン菜 　醤油

南瓜の煮付 　砂糖 　南瓜 　かつおだし、砂糖、醤油

＊そぼろご飯 　豚挽き肉 　米、いりごま、砂糖 　砂糖、醤油

白身魚の酢豚風 　カラスカレイ 　強力粉、じゃが芋、砂糖、片栗粉 　玉ねぎ、ピーマン 　醤油、砂糖、ケチャップ、りんご酢

ひじきの炒め煮 　ひじき、油揚げ 　人参 　砂糖、醤油、かつおだし

＊じゃが芋もち 　じゃが芋、片栗粉、砂糖 　砂糖、醤油

煮込みうどん 　鶏肉 　うどん 　人参、干しい茸、ほうれん草 　醤油、昆布だし、かつおだし

＊ハイハイン 　ハイハイン

タコライス 　豚挽肉 　玉ねぎ、キャベツ、人参 　ケチャップ、ソース

豆腐とコーンのスープ 　豆腐 　クリームコーン缶 　かつおだし

梨 　梨

＊パンケーキ 　 　小麦粉、砂糖 　砂糖

9がつのこんだて　離乳食(後　期)

日付 給　食　・　おやつ
使　用　食　材

調味料

１４・２８

２・３０

３・１７

４・１８

５・１９

６・２０

７・２１

9

１０・２４

１１・２５

１２・２６

13

誕生会
２７

※献立は多少変更することがあります。



験するのも楽しいです。

給食だより
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　令和元年度9月号　あだのしょうこ　なかねまき

　暦の上では、秋になりました。秋といえば旬の食材が多く食欲が増す時期です。農業技術の発達により、年
中問わず色々な食材が出回っていますが、どんな食材にも旬の時期があります。旬の野菜は栄養価が高く、多
く出回るため価格も安くなっています。
　家庭で野菜を切ったり、皮をむいたり、お手伝いすることで、食材への興味が育ちます。味覚狩りで収穫を体

脂ののった魚とは？ 
 

 一般的に繁殖・越冬前の魚

は脂肪が増え味がよくなりま

す。魚の脂にはDHAやEPA

など生活習慣予防に効果的な

成分が含まれています。 

 

   

  

芋類のビタミンＣ 
 

 じゃが芋にはみかんと同じ

量の、さつま芋にはパイン

アップルより多いビタミンＣ

が含まれています。 

熱に壊れにくので、加熱調理

後でもしっかりビタミンＣを

摂ることが出来ます。 

 

新鮮なさんまは、 

顎下が「黄色」！ 

 
 さんまの顎下が黄色いのは、

新鮮な証拠。水揚げをされて

3日程度過ぎると茶色に変化

してきます。 

  

   

 先月は園庭の畑で獲れた野菜で、カレーとだしを作りました。子どもたちは、おくらやきゅうりをいたず

りしたり、野菜を切り炒めたりと頑張ってくれました。カレーとだしは同じ種類の野菜を使って作りました

が、同じ食材でも調理法や味付けが違うと全然違う料理ができました。食後はきれいさっぱり何も残ってい

ないお鍋が返却されてきました。それをみたら味の感想は聞くまでもないな感じました。子どもたちに「お

家でも作ってほしいな。」と声を掛けたら、張り切って「いいよ！」と返事をしてくれるかな。 

カレー だし 

 秋が旬のさんまやまいわし、サケなど脂ののった魚類や、じゃが芋、さつま芋など

のいも類の小ネタを記載しました。みんな知っているかな？？ 
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