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※献立は、材料の関係などで変更する場合があります。 ※午前中のおやつは、栄養価の関係から、ふたば、つくし、たんぽぽに出しています

きつねごはん ハヤシライス 玉ねぎ：薄切り　しめじ：１本ずつに分け、長さを半分にする　にんにく・しょうが：みじん切り

①鍋で小麦粉と油をよく混ぜてから火にかけ、焦げ付かないように時々混ぜて、とろみをつけてブラウンソースを作る（仕上げのとろみづけに使う）

②別鍋に油をしき、弱火でにんにくと生姜を炒め、豚肉も加え、中火で炒め、玉ねぎとしめじも加えて炒める。

③玉ねぎがしんなりしてきたら、トマト缶と調味料を加え、水を足して煮込む。※少し長く煮込む方が、トマトの酸味がまろやかになる。

④たまねぎの固さをみてよさそうなら、②のブラウンソースを少しずつ加え混ぜ、とろみをつけて仕上げる。

　

9/7
さつま芋おはぎ

米　２合　あげ小１枚

しょうゆ　大さじ1

塩　小さじ1/3

月曜日 火曜日 水曜日 木曜日 金曜日 土曜日

②米をとぐ。

1 せんべい 2 せんべい 3 せんべい

ごはん  果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米 生姜焼きごはん
七分つき米　豚肉(ばら)　豚肉(もも)　しょうが
しょうゆ　いりごま　ごま油

すまし汁
たまねぎ　えのきたけ　生わかめ　かつお節
こんぶ（だし用）　食塩　しょうゆ みそ汁　麦茶 みそ　煮干だし汁　こまつな　だいこん　油揚げ 豚汁

豚肉(もも)　だいこん　にんじん　ごぼう　ねぎ
じゃがいも　木綿豆腐　だし節　米みそ（甘み
そ）

厚揚げと豚肉の
みそ炒め

生揚げ　豚肉(ばら)　ねぎ　にんじん　もやし
食塩　酒　本みりん　しょうゆ　きび砂糖
みそ　油

かじきのバーベ
キューソース

かじき　片栗粉　油　ケチャップ　中濃ソース
カレー粉　きび砂糖　酢　水 果物

浅漬け　麦茶 キャベツ　きゅうり　食塩　にんじん
きゃべつとツナ
の甘酢あえ

キャベツ　にんじん　ツナ油漬缶　きび砂糖　酢
食塩 麦茶

じゃがもち（の
り塩）

じゃがいも　片栗粉　あおのり　油　食塩 豆乳蒸しパン 小麦粉　ベーキングパウダー　きび砂糖　油　調製豆乳　蒸し大豆 お菓子

牛乳 煮干し 　牛乳 麦茶

5 せんべい 6 ボーロ 7 せんべい 8 せんべい 9 ビスケット 10 せんべい

さつま芋ごはん
七分つき米　さつまいも紅あずま　本みりん　食
塩 五目鶏飯

七分つき米　鶏糸切り肉（皮付き）　にんじん
ごぼう　油揚げ　干ししいたけ　油　きび砂糖
食塩　酒　しょうゆ

ごはん　果物 七分つき米 冷やし中華
生中華めん　卵　きゅうり　鶏ささ身　いりごま
きび砂糖　食塩　しょうゆ　酢　ごま油

みそ汁　麦茶
木綿豆腐　なめこ　生わかめ　淡色みそ　煮干だ
し汁　こまつな

かぼちゃのそぼ
ろ煮

かぼちゃ　豚ひき肉　きび砂糖　しょうゆ　本み
りん　油

ごはん 七分つき米

中華スープ
豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　たけのこ
（ゆで）　はるさめ　食塩　しょうゆ　野菜
ブイヨン　こまつな

タコライス
七分つき米　豚ひき肉　たまねぎ　レタス　トマ
ト　にんにく　しょうが　油　中濃ソース　ケ

チャップ　食塩　カレー粉　ピザ用チーズ けんちん汁　果
物

鶏糸切り肉（皮付き）　木綿豆腐　にんじん　だ
いこん　ごぼう　さといも　こんにゃく　油　食
塩　しょうゆ　だし節　ねぎ

タンブリングシ
チュー

鶏糸切り肉（皮付き）　たまねぎ　にんじん
キャベツ　油　食塩　しょうゆ　だし節　小麦粉
片栗粉　水

さばの南蛮づけ
さば　片栗粉　油　きび砂糖　しょうゆ　酢　清
酒・上撰　水　万能ねぎ 野菜スープ

豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　じゃがいも
キャベツ　もやし　食塩　野菜ブイヨン ミニトマト ミニトマト 麻婆豆腐

豚ひき肉　にんじん　たまねぎ　ねぎ　しょ
うが　にんにく　にら　木綿豆腐　干ししい
たけ　油　しょうゆ　淡色みそ　きび砂糖
食塩　鳥がらだし　片栗粉　ごま油

鮭のパン粉焼き さけ　食塩　マヨネーズ　パン粉　あおのり 果物

きんぴら
にんじん　ごぼう　きび砂糖　本みりん　しょう
ゆ　いりごま　ごま油 果物　麦茶 麦茶パック 果物　麦茶 りんご 果物　麦茶 ぶどう

きゅうりのしょ
うゆ漬け　麦茶

きゅうり　食塩　しょうゆ　きび砂糖 麦茶

豆乳わらびもち 片栗粉　きび砂糖　豆乳　水　きな粉 夕焼けおにぎり 七分つき米　こんぶ（だし用）　にんじん　油揚げ　しょうゆ さつま芋おはぎ
七分つき米　もち米　水　さつまいも紅あずま
きび砂糖　食塩 大学かぼちゃ かぼちゃ　油　きび砂糖　しょうゆ　黒ごま お月見団子 白玉粉　上新粉　絹ごし豆腐　水　きな粉　きび砂糖　食塩 お菓子

おやつ昆布　牛
乳

おしゃぶり昆布 牛乳 牛乳 チーズ　牛乳 牛乳 麦茶

12 クラッカー 13 せんべい 14 せんべい 15 せんべい 16 せんべい 17 せんべい

ごはん　果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米
梅風味塩ラーメ
ン

生中華めん　油　キャベツ　ねぎ　コーン缶
食塩　野菜ブイヨン　鳥がらだし　酒　こ
しょう　ごま油　しそ　鶏ささ身　うめ干し

ごはん　果物 七分つき米 生姜焼きごはん
七分つき米　豚肉(ばら)　豚肉(もも)　しょうが
しょうゆ　いりごま　ごま油

みそ汁　麦茶
みそ　煮干だし汁　生わかめ　こまつな　だいこ
ん みそ汁　麦茶 みそ　煮干だし汁　かぼちゃ　生わかめ

中華風コーン
スープ　麦茶

クリームコーン缶　たまねぎ　鳥がらだし　食塩
片栗粉　万能ねぎ　じゃがいも 肉じゃが

豚ひき肉　たまねぎ　にんじん　じゃがいも
きび砂糖　本みりん　しょうゆ　油　いんげ
ん　しらたき

みそ汁　麦茶 みそ　煮干だし汁　こまつな　だいこん　油揚げ 豚汁
豚肉(もも)　だいこん　にんじん　ごぼう　ねぎ
じゃがいも　木綿豆腐　だし節　米みそ（甘み
そ）

鶏のからあげ
鶏もも肉（皮付き）　しょうゆ　しょうが　油
片栗粉

高野豆腐の卵と
じ

鶏糸切り肉　たまねぎ　にんじん　いんげん　凍
り豆腐　卵　きび砂糖　しょうゆ　油

肉団子の甘酢あ
ん

豚ひき肉　片栗粉　酒　しょうゆ　ねぎ　にんじ
ん　しょうゆ　酢　砂糖　片栗粉　水 果物

かじきのバーベ
キューソース

かじき　片栗粉　油　ケチャップ　中濃ソース
カレー粉　きび砂糖　酢　水 果物

生揚げといんげ
んの煮物

生揚げ　いんげん　にんじん　きび砂糖　しょう
ゆ　みりん　酒 板ずりきゅうり きゅうり　食塩 ブロッコリー

キャベツ　にんじん　油揚げ　きび砂糖　しょう
ゆ　いりごま　砂糖　しょうゆ 麦茶

きゃべつとツナ
の甘酢あえ

キャベツ　にんじん　ツナ油漬缶　きび砂糖　酢
食塩 麦茶

ココアサンド 食パン　マーガリン　きび砂糖　ココア（ピュアココア） お好み焼き 小麦粉　キャベツ　豚ひき肉　ながいも　油　水　かつお節　中濃ソース みかん牛乳寒天 牛乳　きび砂糖　かんてん（粉）　水　みかん缶 チーズおにぎり 七分つき米　しょうゆ　みりん　かつお節　とろけるチーズ 豆乳蒸しパン 小麦粉　ベーキングパウダー　きび砂糖　油　調製豆乳　蒸し大豆 お菓子

牛乳 牛乳
クラッカー　牛
乳

牛乳 煮干し　牛乳 麦茶

19 20 ボーロ 21 せんべい 22 せんべい 23 24 せんべい

タコライス
七分つき米　豚ひき肉　たまねぎ　レタス　トマ
ト　にんにく　しょうが　油　中濃ソース　ケ
チャップ　食塩　カレー粉　ピザ用チーズ

冷やし中華
生中華めん　卵　きゅうり　鶏ささ身　いりごま
きび砂糖　食塩　しょうゆ　酢　ごま油 ごはん 七分つき米 五目鶏飯

七分つき米　鶏糸切り肉（皮付き）　にんじん
ごぼう　油揚げ　干ししいたけ　油　きび砂糖
食塩　酒　しょうゆ

野菜スープ
豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　じゃがいも
キャベツ　もやし　食塩　野菜ブイヨン

かぼちゃのそぼ
ろ煮

かぼちゃ　豚ひき肉　きび砂糖　しょうゆ　本み
りん　油 中華スープ

豚肉(もも)　たまねぎ　にんじん　たけのこ
（ゆで）　はるさめ　食塩　しょうゆ　野菜
ブイヨン　こまつな

タンブリングシ
チュー

鶏糸切り肉（皮付き）　たまねぎ　にんじん
キャベツ　油　食塩　しょうゆ　だし節　小麦粉
片栗粉　水

果物 ミニトマト ミニトマト敬老の日 麻婆豆腐

豚ひき肉　にんじん　たまねぎ　ねぎ　しょ
うが　にんにく　にら　木綿豆腐　干ししい
たけ　油　しょうゆ　淡色みそ　きび砂糖
食塩　鳥がらだし　片栗粉　ごま油

果物　　　　　　　秋分の日

麦茶 果物　麦茶 果物　麦茶 麦茶

ゆでぐり くり 夕焼けおにぎり 七分つき米　こんぶ（だし用）　にんじん　油揚げ　しょうゆ 大学かぼちゃ かぼちゃ　油　きび砂糖　しょうゆ　黒ごま お菓子

枝豆　牛乳 えだまめ　食塩 牛乳 チーズ　牛乳 麦茶

26 クラッカー 27 せんべい 28 せんべい 29 ビスケット 30 せんべい

ごはん　果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米 ごはん　果物 七分つき米 冷やしうどん
ゆでうどん　焼きのり　きゅうり　こんぶ
（だし用）　かつお節　いわし　きび砂糖
食塩　しょうゆ

食パン　果物 食パン

みそ汁　麦茶
みそ　煮干だし汁　生わかめ　こまつな　だいこ
ん みそ汁　麦茶 みそ　煮干だし汁　かぼちゃ　生わかめ

中華風コーン
スープ　麦茶

クリームコーン缶　たまねぎ　鳥がらだし　食塩
片栗粉　万能ねぎ　じゃがいも 筑前煮

鶏もも肉（皮付き）　さといも　だいこん
にんじん　ごぼう　干ししいたけ　こんにゃ
く　いんげん　油　きび砂糖　本みりん
しょうゆ

かぼちゃのポ
タージュ

かぼちゃ　たまねぎ　じゃがいも　マーガリン
食塩　野菜ブイヨン　牛乳　こしょう

鶏のからあげ
鶏もも肉（皮付き）　しょうゆ　しょうが　油
片栗粉

高野豆腐の卵と
じ

鶏糸切り肉　たまねぎ　にんじん　いんげん　凍
り豆腐　卵　きび砂糖　しょうゆ　油

肉団子の甘酢あ
ん

豚ひき肉　片栗粉　酒　しょうゆ　ねぎ　にんじ
ん　しょうゆ　酢　砂糖　片栗粉　水 果物 フライドチキン

鶏唐揚げ用　しょうが　にんにく　食塩　清酒・
上撰　こしょう　油　小麦粉　レモン果汁　しょ
うゆ

生揚げといんげ
んの煮物

生揚げ　いんげん　にんじん　きび砂糖　しょう
ゆ　みりん　酒 板ずりきゅうり きゅうり　食塩 ブロッコリー

キャベツ　にんじん　油揚げ　きび砂糖　しょう
ゆ　いりごま　砂糖　しょうゆ 麦茶

ラタトゥユ　麦
茶

豚肉(もも)　たまねぎ　なす　トマト　ズッキー
ニ　油　食塩　野菜ブイヨン　ケチャップ

シュガートース
ト

食パン　マーガリン　きび砂糖 お好み焼き
小麦粉　キャベツ　豚ひき肉　ながいも　油　水
かつお節　中濃ソース みかん牛乳寒天 牛乳　きび砂糖　かんてん（粉）　水　みかん缶 チーズおにぎり 七分つき米　しょうゆ　みりん　かつお節　とろけるチーズ 和風スパゲティ

スパゲティー　ツナ水煮缶　にんじん　えのきた
け　たまねぎ　ピーマン　にんにく　油　しょう
ゆ　食塩　こしょう　焼きのり

牛乳牛乳 牛乳
クラッカー　牛
乳

季節のメニュー給食だより

牛乳

材料

https://naema-sono.com/
①油揚げは千切りにする。

　秋らしい涼しい日もあり、おかわりが増えてき
ています。２学期を迎え、季節の行事を通して心
も体も成長していく時期です。睡眠時間や生活の
リズムを整えつつ、しっかり食べて子どもたちの
成長をサポートしていきたいですね。

9/9　おだんご

9/20　ゆでぐり

③少なめの水で米を１０分つ
けておく。
④③に調味料を入れて２合の
線に水の量を合わせる。

酒小さじ１

⑤油揚げを入れて炊く。

毎日の献立を公開中で


