
　　　　　  給食目標：丈夫なからだ。

　　　　　  内　　　容：好き嫌いなく食べることができるように

　　　　　　　　　　　　 「おおきくなるよ」「丈夫になるよ」等ことばかけをする。

　　　　　　　　　　　　 「食べることができたら」ほめてあげる。

　  　　　　　※　４日（水）お誕生日会です。

　　　　　　　※ 25日（水）園外保育です。

                           さくら組～すみれ組はお弁当を持って来てください。

　　　　　　　　　　　　ちゅうりっぷ・もも組は給食があります。

おやつ(午前) 主食　他

お茶 ごはん ごはん、タンブリングシチュウ、うずら卵のベーコン巻き、モロヘイヤ 牛乳

ビスケット ブロッコリーのサラダ、冷やしトマト、すいか えびトースト☆

豆乳 ごはん ごはん、みそ汁、ハンペンのチーズはさみ揚げ 牛乳・おせんべい

クラッカー ペンネミート、さつま芋サラダ、メロン チョコツイスト

お茶 牛乳

ビスケット モンブランケーキ

豆乳 ごはん ごはん、そうめん汁、とり肉のオレンジ焼き 牛乳

クラッカー 三色お浸し、ポテトサラダ、すいか マーブル食パン

牛乳 ごはん ごはん、えんどうのみそ汁、スパニッシュオムレツ、納豆 クラッカー

おせんべい 元気きんぴら、トマトときゅうりの酢の物、バナナ アイスクリーム

牛乳 ごはん ごはん、夏野菜カレー、わかめのサラダ ラスク

おせんべい ふき炒め煮、福神漬、りんご キャロットゼリー☆

豆乳 ごはん ごはん、うどん、鮭の西京焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー かぼちゃのひき肉あんかけ、なめ茸和え、パイナップル ピザパン

お茶 枝豆ごはん 枝豆ごはん、かき玉みそ汁、さつま芋の変わり揚げ 牛乳

ビスケット なすのみそ炒め、コロコロきゅうり、オレンジ チーズ蒸しパン☆

豆乳 ごはん ごはん、みそ汁、ピザバーグ、オクラ 牛乳・おせんべい

クラッカー マカロニサラダ、ブロッコリー、なし ブルーベリーサンド

牛乳 ごはん ごはん、おくらのスープ、すき焼きの卵とじ お茶

おせんべい 大学ポテト、キャベツのごま和え、バナナ お月見団子☆

お茶 ごはん とり肉のから揚げ、たまご焼き 牛乳・おせんべい

ビスケット スパゲティケチャップ、かぼちゃの煮物、ゼリー フレンチトースト

豆乳 ごはん ごはん、かき玉汁、魚のフライ 牛乳・クラッカー

クラッカー インデアンサラダ、小松菜のごま和え、りんご ホイップクリームサンド

牛乳 のりごはん ごはん、みそ汁、とり肉の梅しょうゆ焼き、味付けのり おせんべい

おせんべい ブロッコリーのサラダ、かぼちゃの含め煮、バナナ ヨーグルト

豆乳 ごはん ごはん、ラーメン、豆腐の寄せ揚げ 牛乳・おせんべい

クラッカー うどん きゅうりの中華和え、冷やしトマト、ぶどう ジャムサンド

牛乳 ごはん ごはん、みそ汁、チーズ入り卵やき お茶

おせんべい 筑前煮、ほうれん草とベーコンのソテー、オレンジ 焼きそば☆

お茶 ごはん チキンカレー、コールスロー 牛乳・おせんべい

クラッカー ブロッコリー、福神漬、バナナ めろんぱん

豆乳 ごはん ごはん、ワンタンスープ、ししゃもの磯辺揚げ、モロヘイヤ 牛乳・おせんべい

クラッカー 鮭の磯辺揚げ かぼちゃの含め煮、もやしときゅうりの酢の物、りんご カフェオレパン

お茶 もも・ちゅうりっぷ おにぎり、かき玉汁、とり肉のから揚げ、アンパンマンポテト 牛乳

ビスケット 組の献立 ボイルウィンナー、ブロッコリー、ぶどう ロッククッキー☆

豆乳 ごはん ごはん、カレーうどん、なすと豚肉のしょうが焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー ブロッコリーおかか和え、かぼちゃのミルク煮、なし クッキーパン

お茶 ごはん ごはん、五目みそ汁、はんぺん卵 牛乳

ビスケット さつま芋サラダ、大根のじゃこ炒め、柿 がんづき☆

お茶 ごはん みそ汁、とり肉の香味焼き 牛乳・おせんべい

クラッカー カレーパスタ、ブロッコリー、バナナ フレンチトースト

お茶 ごはん ごはん、カニ玉スープ、魚のケチャップソース和え 牛乳

ビスケット ジャーマンポテト、ほうれん草ごま和え、バナナ リンゴのガレット☆

◎ 9月の平均栄養価は次のとおりです。

オレンジジュース・バターロール

           給   食   だ   よ   り 令和 元　年 ９月

久 慈 保 育 園

　　　　給 　 食 　 献　  立　  表　
☆印は、手作りおやつです。

日付 曜日
未満児の献立 全　　　　　　　児　　　　　　の　　　　　　　献　　　　　　　立

主　食　と　副　食 おやつ(午後）

2 月

3 火

4 水

5 木

炊き込みごはん、かぶのスープ、トマトピザ、フライドポテト

カレー焼きそば、ヨーグルトサラダ、ブロッコリー、ぶどう

6 金

7 土

9 月

10 火

11 水

12 木

13 金

14 土

17 火

18 水

19 木

20 金

21 土

24 火

25 水

30 月

３歳以上児　　：　　エネルギー　(599kcal)　　・たんぱく質　（21.2g）　　・脂質　（17.5g）　　・カルシウム　（272㎎）　・食塩　（1.9g）
３歳未満児　　：　　エネルギー　(542kcal)　　・たんぱく質　（18.4g）    ・脂質　（16.7g）　　・カルシウム　（234㎎）　・食塩　（1.6g）

26 木

27 金

28 土



▽ 今月の新メニューを紹介します ▽ 
 

◎ ピザバーグ  9/12（木）の給食にでます！！ 

《 材料４人分 》           《 作り方 》 

・豚ひき肉       140ｇ      ①、玉葱はみじん切り 

・卵          16ｇ         パプリカ、ピーマンは種を取り薄切りにする。 

・パン粉        8ｇ       ②、ボウルに豚ひき肉、玉葱、卵、パン粉、水、塩を 

・玉葱         32ｇ         加えて混ぜる。 

・水          16ｇ       ③、鉄板にクッキングシートを敷いて、②を鉄板に広げる。 

・塩          少々       ④、200 度で 10分焼いてから取り出し、ハンバーグの表面に 

・ケチャップ      20ｇ         ケッチャップをぬりパプリカ、ピーマン、チーズをのせ 

・とろけるチーズ    24ｇ         再びオーブンに入れてハンバーグに火を通す。 

・パプリカ（赤）    12ｇ       ⑤、切り分けて完成！！ 

・ピーマン       12ｇ 

 

 

＼＼＼ お誕生日会を彩るトマトピザ ／／／ 
 

保育園のプランターで育てた『ピーマン・ミニトマト』を使ってトマトピザ作りをします。 

その他に畑で育てたかぶも収穫しました。かぶは『かぶのスープ』になります！ 

 『トマトピザ』と『かぶのスープ』がお誕生日会の会食をより一層楽しませてくれる事でしょう★ 

 

自分たちで育てて収穫した野菜を使ってのクッキング！ 

とても美味しいピザが出来上がるでしょうね！！ 

 

もう少ししたらバケツで育てているお米も収穫できます。 

収穫したお米でクッキングも楽しみですね。 

 

 

 

 

フライパンでも 

簡単に作れます！ 


