
令和2年9月献立表
日 曜 思食 朝のおやつ 3時 のおやっ 赤：おもに血や肉になる 黄おもに熱や力となる 緑：おもに調子をととのえる

パン 牛乳 だいず ハ゜

ンじゃがいも植物油 ハ
゜

ィンアップ ル（缶）たまねぎ
1 火 大豆のシチュー 牛乳 アイスク リ ーム ウインナー ソーセーシ・

ドミグうスソー ス にんじん セロリートマトケチャップ
15 コーンとキャベツのサラダ パイン 缶 ウエハース 鳥がらだし ピーフシチ ューの素 トマトピュー レコ ーン， ホー ル（缶）

アイスクリーム 砂糖（＝温糖）ウエハー ス キャベッ きゅうり
麦ごはん スキムミルク 牛乳塩わかめ なしえのきたけしょうが

2 水 清汁 牛乳 いも といり この かつお昆布だし鶏肉 精白米麦砂糖（三温糖） にんにく たまねぎ
16 鶏肉のさっぱり煮 なし 豚肉木綿豆腐脱脂粉乳 ごま油 さつまいも 揚げ油 にんじん 赤ピー マン黄ピー マン

チャ ンプル 甘露煮 煮干し チンゲンサイ も やし
麦ごはん 豆乳 牛乳白身魚鶏肉 ぶどう しょうがオクうだいこん3 

木魚の照り 焼き 牛乳 トマト羹 木綿豆腐 精白米麦砂糖（三温糖） にんじん こんにゃくごぽ う
17 おくらのソテ ー ぶどう クラッカー 煮干しだし 植物油白玉ふクうッカー

青ねぎトマト レモンけんちん汁 調整豆乳寒天
麦ごはん スキムミルク 牛乳鶏ひき肉鶏卵 ウエ／＼ー ス精白米麦

4金 稲穂揚げ 牛乳 米粉の豆乳 木綿豆腐脱脂粉乳 片栗粉 にんじん にらトマトキャベッ
トマト ウエハース 煮干しだし米みそ 揚げ油 はるさめ米粉 青ねぎ 干しぶどう
春雨のみそ汁 蒸しパン 麦みそ 豆乳 黒砂糖植物油

5 焼き肉パスタ 牛乳 牛乳 ス／1
゜

ゲ ティ植物油 たまねぎにんじんピーマン
19 土 なし チーズ カステラ 牛乳プ ロセスチーズ豚肉 砂糖（三温糖）すりごま しめじにんにく しょうが なしカステう

麦ごはん スキムミルク 牛乳塩わかめ 煮干しだし 精白米麦 じゃがいも たまねぎこんにゃくにんじん
7 月 みそ汁 牛乳 ココアマーブル 米みそ麦みそ 鶏肉 植物油砂糖（三温糖） だいこん ごぽ う さやいんげん

30 筑前煮 せんべい 厚揚げ角天脱脂粉乳 ごま油中華スープの素 乾しいたけしいたけだし
角天とキャベツの炒め物 ケ ー キ

鶏卵 小麦粉I＼
・

タ ーせんべい キャヘ
・

ッピー マン黄ピー マン

パン スキムミルク 牛乳豚肉鶏肉 ハ゜

ン片栗粉 揚げ油 みかん （缶）キャペッにんじん
8 牛乳 きゅうりコーン． ホー ル（缶）トマト

29 火 豚肉のカレーマリネ みかん 缶 り んごゼリ ー 烏がらだし脱脂粉乳 植物油砂糖（三温糖） り んごトマト． ホー ル ． カット（缶）トマトスープ クッキー 寒天 クッ キ ー

たまねぎ かぽちゃセロリー／＼゜セリ

きのこごはん 牛乳鶏肉白身魚（すり身） f\·tt生しいたけしめじ しょうが
， 水 白身魚と野菜 のスープ 牛乳 スキムミルク 木綿豆腐鳥がらだし 精白米麦 片栗粉 とうがん トマトなすI＼

・

セリ23 切干大根と油揚げの卵とじ バナナ チーズト ースト 油揚げ煮干しだし鶏卵 砂糖（三温糖）食I\.ン 切干だいこん にらにんじん脱脂粉乳 スライスチ ーズ
麦ごはん 牛乳塩わかめ 鳥がらだし ウエハー ス精白米麦植物油

10 
木わかめ スープ 牛乳 スキムミルク 豚ひき肉赤色辛みそ 砂糖（三温糖）ごま油 たまねぎ なすにんじんピー マン

24 麻婆なす ウエハース おからマフィン しらす干し脱脂粉乳 中華スープの素片栗粉 にん にく しょうが キャヘ
・

ッ きゅうり
ごま酢和え 鶏卵 おから豆乳 すりごま小麦粉／＼

・

タ ー

麦ごはん 豆乳 牛乳白身魚粉 チ ーズ 精白米麦 マヨネーズ も も（缶）たまねぎヒ゜
ー マン

11 
金 白身魚の ケチャマヨソー ス焼き 牛乳 かぽちゃの ペーコン烏がらだし 小麦粉じゃがいも コーン．ホー ル（缶）トマトケチャップ

25 レタス 黄桃缶 包み揚げ 調整豆乳 砂糖（三温糖）有塩I＼
・

タ ー レ タ スにんじん オクうかぽちゃ
ベーコンスープ 春巻の皮揚げ油 干しぶどう

12 汁 ビーフ ン 牛乳 牛乳 牛乳豚肉 いか ピーフン中華スープの素 オレンジ キャベッ たまねぎにんじん
26 土 ヨーグ ルト オレンジ サブレ 鳥がらだしえび 植物油ごま油 サプレ も やしビーマン乾しいたけ

含脂加糖ヨーグルト しょうが

麦ごはん カルピスミルク 牛乳 牛ひき肉鶏卵納豆 /\・ナナにんじん たけのこ14 
月 千草焼き 牛乳 なし 油揚げ煮干しだし米みそ 精白米麦砂糖（三温糖） 乾しいたけみつばサうダな28 サラダ菜 バナナ ビスケット 麦みそ 脱脂粉乳 植物油じゃがいもピスケット たまねぎ青ねぎ なし納豆汁 乳酸菌飲料

鯛め し オレンジジュース 牛乳木綿豆腐鶏卵 オレンジジュー スすりごま にんじん こまつな も やし しめじ豆腐のまさご揚げ 牛乳 鶏ミン チ えびしらす干し 片栗粉ワンタン18 金 ワン タンスープ せんべい スフレ かつお節豚ひき肉鯛 マ ーガリン小麦粉 青ねぎ キャヘ
・

ツみつばきょほう
五色和え巨峰 チーズケ ー キ クリ ームチ ーズ生 クリーム 砂糖（ ＝温糖） コ ーン， ホー ル（缶）

（ 食の備えは万全ですか？
｀
？ 

9月1日は、防災の日 です，
t近は地震だけでなく、洪水や土砂廂オ

など で、非難を余儀なくされることも少なく
ありません。地震や台風などによる大規
模災害が起きた時に備え、3日分、出来
れば1週間分程度の食品を備蓄しておくと
安心です。

、，ィ

～備蓄食料品例～
0水
飲料用として、1人当り 1日1リットルの水が必要です。
調理等に使用する水を含め ると、3リットル程度あれば
安心です。

0主食（エネルギー漏になるもの）
米・即席め ん・乾題 ・レト ルトごはん・アルファ化米
シリアル・小麦粉•もち ・ パン
使いやすいも のを備蓄しておきましょう。

0主菜（たんばく質漏になるもの）
カレーなどのレトルト食品
肉｀魚、 大豆などの缶詰・ロングライフ牛乳
レトルト食品や缶詰は子供の口に合うか確かめ ておくことも
大 切 です。

0副菜・その他
日持ちする野菜（たまねぎ、じゃがいも など）
野菜ジュース・ 果汁ジュース・ 梅干し·のり ・乾燥わかめ

塩•砂糖·醤油·め ん つゆなどの調味料
菓子類（チョコレートやビスケット）
賞味期限が切れないよう、 日ごろの食事で上手に活用し、
なくなったら買い足すようにしましょう。

食品類 のほかに、ライフライン（電気 ・ ガス ・ 水道）が停止する
場合を想定し、 カセットコンロやボンベも1週間分程度用意し
ておくと安 I□゜
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し
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