
区分 09/02(月) 09/03(火) 09/04(水) 09/05(木) 09/06(金) 09/07(土)
ウエハース ビスコ カルシウムウエハース 卵ボーロ カルシウムボーロ えびせん
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはんふりかけ ロールパン ごはん ココアパン
麻婆大根 魚の照り焼き 夏野菜ミートスパゲティ 鶏と白菜の味噌煮 かぼちゃチーズフライ

松風焼き なめ茸和え ポテトコロッケ きゅうりのしらす和え ポトフ
海藻スープ 金時煮豆 にらスープ つみれ汁 牛乳

豚汁 牛乳 ゼリー
とうきみ クッキー のりせんべい ポップコーン ホームパイ
牛乳 牛乳 ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 831kcal た:42.5g 塩:1.4g 622kcal た:28.3g 塩:1.8g 754kcal た:29.5g 塩:1.8g 697kcal た:29.6g 塩:1.5g 767kcal た:26g 塩:1.8g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 09/09(月) 09/10(火) 09/11(水) 09/12(木) 09/13(金) 09/14(土)
ウエハース 野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ 野菜せんべい
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはん ごはんふりかけ 豆パン ごはん サンドイッチ
ポークカレー 厚焼き卵 コーンしゅうまい 味噌ラーメン ミネストローネ
マカロニサラダ 厚揚げのはさみ煮 麻婆春雨 ねぎ焼き サラスパ
すまし汁 八杯汁 かきたま汁 ヨーグルトサラダ くだもの
くだもの 牛乳 牛乳
蒸しパン フルーチエ せんべい あられ パイクッキィ
牛乳 おかし ジョア 牛乳 ヨーグルト

合計 904kcal た:32.4g 塩:1.9g 643kcal た:25.6g 塩:1.5g 642kcal た:24.1g 塩:1.9g 871kcal た:28.1g 塩:1.9g 764kcal た:29.5g 塩:2.2g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 09/16(月) 09/17(火) 09/18(水) 09/19(木) 09/20(金) 09/21(土)
ビスコ カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ ラスク
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはんふりかけ クロワッサン ごはん 黒糖パン

敬老の日 ハヤシライス 豚肉の野菜巻き にゅうめん 豆腐ハンバーグ
お休み 人参しりしり キャベツとツナのソテー 鶏の照り焼き コーンサラダ

ゼリー 鶏ごぼう汁 かみかみサラダ 卵スープ
みそ汁 牛乳 くだもの、牛乳
フルーツポンチ のりせんべい ビスケット ホームパイ

ジョア 牛乳 ヨーグルト
合計 0kcal た:0g 塩:0g 678kcal た:22.1g 塩:1.9g 752kcal た:33.4g 塩:1.7g 859kcal た:33.8g 塩:2.7g 757kcal た:34.1g 塩:1.8g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 09/23(月) 09/24(火) 09/25(水) 09/26(木) 09/27(金) 09/28(土)
野菜せんべい カルシウムウエハース ボーロ 卵ボーロ ラスク
牛乳 牛乳 牛乳 牛乳 牛乳
ごはんふりかけ サンドイッチ（チーズ） ごはん ホットドッグ

秋分の日 豚丼 だし巻き玉子 肉団子の甘酢あん スープカレー
お休み 小松菜のごま和え ほうれん草香味和え サラスパ 元気サラダ

なめこ汁 はんぺん汁 コーンスープ 牛乳
ぜりー、牛乳

フルーツゼリー せんべい コーン お誕生日クッキィ

ジョア 牛乳 ヨーグルト
合計 0kcal た:0g 塩:0g 919kcal た:28.3g 塩:1.3g 730kcal た:31.7g 塩:2.9g 721kcal た:24.1g 塩:1.7g 761kcal た:32.6g 塩:2.3g 125kcal た:4.7g 塩:0.3g

区分 09/30(月) ○ 食事の30 分前には起こしましょう！
ウエハース
牛乳 　子どもは、寝ている間に下がった体温が上がって活動の準備が

ごはん 　整うまでに、大人よりも長く20 分程かかるといわれています。

肉じゃが 　朝食の30 分位前には起きていることが理想です。
きゅうりのツナ和え 　朝食をとることによって基礎代謝が高まり、体温や血糖値が上昇し、

みそ汁 　脳が活発に動き始めます。

３時おやつ とうきみ 　朝食をとらないと、集中力にかけたり、遊ぶ意欲もわかなかったりします。

牛乳 　毎日朝食をとるようにしましょう。

合計 621kcal た:19g 塩:1.5g

☆牛乳は毎日つきます～食物アレルギーのあるお子さんは、ご連絡ください。
☆献立は都合により変更する場合がありますので、ご了承ください。
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